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本書について 
　本書は四輪以上の自動車の車台番号と原動機型式の打刻位置を、イラストに
より分かりやすく図解したものです。
　構成は国産車⇨輸入車の順となっています。それぞれ自動車製造メーカー別
に収録しています。
　収録は、乗用車、貨物車共に約 10 年分（平成 20 年１月～平成 30 年 10 月）です。
なお、輸入貨物車は収録していません。
　なお、エンジンのイラストについて、エンジンの前方を示すためにファンを
描いている場合があります。実車のファンの有無を示すものではありません。

一般的な車台番号の打刻位置 
　乗用車の車台番号について、その多くがエンジンルーム内のカウルパネル上
部に、また、貨物車であればフレームのサイドメンバ前輪付近に打刻されてい
ます。

《乗用車》

【一般的な車台番号の打刻位置】

《貨物車》

※�本書では上記の位置に打刻されている自動車を省略している場合があります。

書籍内容について 
　内容について、各自動車メーカー発行のマニュアル等を参考に作成していま
す。しかし、その後の変更により打刻位置が変更になる場合があります。また、
輸入車について、輸入時期等により打刻位置が異なる場合があります。
　本書に記載している内容に疑問点などがある場合には編集部までご連絡下さ
い。

ご連絡はコチラへ
公論出版フリーダイヤル　0120-041-893　担当：内藤

（月曜日～金曜日　10:00 ～ 17:00）

2019年４月　編集部
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打刻に関する法令等

▪車台番号と原動機型式の打刻とは�３
▪打刻確認の重要性�・・・・・・・・・・ ４
▪不正打刻の禁止�・・・・・・・・・・・・ ５
▪職権による打刻�・・・・・・・・・・・・ ８

国産車の打刻位置

※�各メーカーの始まりに車種別の目
次を収録。
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86［ZN6 系］

《車台》
運転席前

《E/G》
FA20
※資料により
　位置が異なる

《ネームラベル》
助手席側Ｂピラー

bB［C2 系］

《E/G》
K3、3SZ

《ネームプレート》
カウルトップ
パネル中央付近

《車台》
カウルトップ
パネル中央付近

C-HR（含ハイブリッド）［X50/X10 系］

《車台》
運転席前

2ZR

《ネームラベル》
助手席側Ｂピラー

《電動機》
1NM
※トランスアクスル
　側面

8NR

《E/G》
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FJ クルーザー［J15 系］

《車台》
右前輪フレーム

《E/G》
1GR

《ネームラベル》
助手席側Ｂピラー

iQ［J1 系］

《車台》
運転席前

《E/G》
1KR、1NR

《ネームラベル》
助手席側Ｂピラー

MR-S［W3 系］

《ネームプレート》
エンジン
ルーム内左奥

《E/G》
1ZZ

《車台》
カウルトップ
パネル上部

車両後方
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＜参考写真＞（A6 ／ A6 オールロードクワトロ／ RS6 ／ S6［C7］H23.8 ～）

《E/G》

CHJ
CYG
CYP

CRE
CHV
CGW

車両前方

《車台》
エンジンルーム内　右側

ラジエータ

エンジン

車両進行方向

CDN

CRD
CTG
CWU

CEU

《実車の例》A6 アバント・車両外観 コーションラベル・ラゲージルーム奥側

※�デッキボードを開け、トレイを
取り外す

車台・ストラットマウント付近

※ゴムモールを外し、カバーをめくる

CYP 型 E/G・左側後部上面トランスミッション接続部付近

※目視可能 ↓車両進行方向
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＜コーションプレート位置＞

《トランクルーム内》
①トランクパネル裏側
②リヤフェンダーエプロン
③トランクフロア（スペアタイヤ付近・内張をはがす）

１

２
３４

《ピラー部》④Ｂピラー

A1 ／ S1［8X 系］H23.1 ～

《車台》
エンジンルーム内　右側

《E/G》

CHZ
CPT
CWZ
CZE

ラジエータ

エンジン

車両進行方向

CAX
CTH

A3 ／ A3 スポーツバック e －トロン／ S3 ／ RS3［8V 系］H25.9 ～

《車台》
エンジンルーム内　右側

《E/G》
CJS
CJX
CPT
CVK
CXS
CZP
DJH

ラジエータ

エンジン

車両進行方向

CZG
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