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車名（略型式） 収録年版 ページ 概要 内容

ト　

ヨ　
タ

アイシス（ZNM1,ANM1,ZGM1＃） 19

トヨタ－2～ 型式追加 型式［ZGM10G・10W・11G・11W］追加

トヨタ－2

変更 区分［ZZ系／ AZ系］→［ZZ系、ZR系／ AZ系］に変更

変更

型式 ZGM1 ♯型（平成 21 年 9月～）追加により、フロ
ント寸法値を変更→下図参照
尚、ZNM1,ANM1 型は～平成 21 年 8 月で生産終了。
フロント以外の寸法値は、変更無し。

お知らせ
（「収録車種一覧表」「共同開発車 /OEM 一覧表でのご注意」）

　ページからの「収録車種一覧表」にある★印は、平成 19 年４月～平成 27 年 12 月の間に型式追加・車
種追加のあったモデルを示しています。
　しかし、収録済みのボデー寸法図の内容に変更・追加がないため、再収録はしておりません。よって検
索の際は、既刊に収録されている基本車の収録年版でお探し下さい。
　また、１ヶ所・２ヶ所の小さい追加・訂正のあった車種に関しても★印をつけ、以下の表に反映しました。
　「OEM 車」「共同開発車」は、数値や測定箇所が異なる場合に限りそれぞれ収録していますが、同じ場
合は OEM 供給元（ベース車両）のみの収録となっています。
　「収録車種一覧表」に●印のあるモデルは、OEM 車または共同開発車で、OEM 供給元（ベース車両）のデー
タを参照するモデルを示しています。
　参照するメーカーや車名が分からない場合は、ページからの「共同開発車 /OEM 一覧表」をご参照下さい。
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車名（略型式） 収録年版 ページ 概要 内容

ト　

ヨ　

タ

アルファード／
ヴェルファイア（ANH2,GGH2） 21 トヨタ－16 追加

参考文［ポイントB,b・C,c・M.mは幅寸法、ポイント I,i・
J,j は高さ寸法、ポイントK,k は幅・長さ寸法が左右非対
称］追加

ヴィッツ（KSP9,NCP9） 20 トヨタ－34 数値追加 ポイント間数値追加［B－g：410mm］
オーリス（NZE18,ZRE18） 25 48～ 型式追加 型式［NRE185H］追加
クラウン（GRS21） 25 97～ 型式追加 型式［ARS210］追加
クラウン コンフォート（XS1） 14 トヨタ－44～ 型式追加 型式［TSS10］追加
クラウン セダン（XS1,BS1） 15 トヨタ－63～ 型式追加 型式［TSS10・10H］追加
コンフォート（XS1） 14 トヨタ－44～ 型式追加 型式［TSS11・11Y・13Y］追加

ベルタ（SP9,CP9） 18

トヨタ－83・84 訂正 ポイントN,n：リヤフロアサイドメンバ基準穴サイズを
訂正［φ 18→φ 10］

トヨタ－89 訂正

ポイントQ,q：リヤフロアサイドメンバ基準穴サイズを
訂正［φ 18→φ 10］
ポイント Q,q から仮装基準線までの高さ数値を訂正
［Q,q－基準線：296mm→ 269mm］

ポルテ／スペイド

（NSP14,NCP14）
25 118～ 型式追加 型式［NSP141］追加

マークX（GRX13） 22

トヨタ－86 変更

平成 24年 8月より設定されたG`s グレード（カーボン
ルーフ採用車）は、下記測定ポイント数値を変更した。
［Ａ－ａ：1,081mm→ 1,076mm］
［Ａ－Ｂ：870mm→ 873mm］
［ａ－Ｂ：1,542mm→ 1,541mm］

トヨタ－87 変更

平成 24年 8月より設定されたG`s グレード（カーボン
ルーフ採用車）は、下記測定ポイント数値を変更した。
［ａ－Ａ：1,065mm→ 1,061mm］
［ａ－Ｂ：1,306mm→ 1,304mm］
［Ａ－Ｂ：666mm→ 668mm］

ランドクルーザー プラド
（GRJ15,TRJ15） 22 トヨタ－91～ 型式追加 型式［GDJ150W・151W］追加

ｉＱ（KGJ1） 21 トヨタ－135～ 型式追加 型式［NGJ10］追加

レ
ク
サ
ス

CT200h（ZWA10） 23 レクサス－46 追加 ポイント間数値追加［D－g：903mm］

GS250・350（GRL1） 24

159 ～ 型式追加 型式［GRL12・16］追加

160 変更 平成 27年 10月～のポイント間数値変更
［Ｃ－F,c－ f：814mm→ 813mm］

175 変更

平成 27年 10月～のポイント間数値変更
［B－c：917mm→ 918mm］
［b－c：381mm→ 382mm］
［Ｃ－d：888mm→ 887mm］
［Ｃ－D,c－d：332mm→ 331mm］

GS350・430（GRS19,UZS19） 18 トヨタ－152～ 車種追加 車種［GS460（URS190）］追加

GS450h（GWL1） 25

159～ 車種追加 車種［GS300h（AWL10）］追加

160 変更 平成 27年 10月～のポイント間数値変更
［ポイントＣ－F,c－ f：814mm→ 813mm］

169 変更

平成 27年 10月～のポイント間数値変更
［B－c：917mm→ 918mm］
［b－c：381mm→ 382mm］
［Ｃ－d：888mm→ 887mm］
［Ｃ－D,c－d：332mm→ 331mm］

IS250・350（GSE3） 26 161 車種追加 車種［IS200t（ASE30）］追加
RC350（GSC1） 27 169 車種追加 車種［RC200t（ASC10）］追加
RX350（GGL1）／
RX450h ハイブリッド（GYL1） 21 トヨタ－174～ 車種追加 車種［RX270（AGL10W）］追加／

型式［GYL10W］追加
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車名（略型式） 収録年版 ページ 概要 内容

日　
　

産

エクストレイル（T32） 26 206～ 車種追加 車種［エクストレイル ハイブリッド（HT32,
HNT32）］追加

エクストレイル（T31） 20 日産－8～ 型式追加 型式［DNT31］追加
キャラバン（E25） 18 日産－8～ 型式追加 型式［VRE25,CSGE25,SE25,SGE25］追加
セレナ（C26） 23 日産－9～ 車種追加 車種［セレナ S－ハイブリッド（HC26）］追加

デイズ（B21W） 26 431～ 追加

車体番号ー 0170001～よりエマージェンシーブレーキ
装着が設定され、カウルトップパネルが変更になり測
定基準点 25を変更→下図参照。
尚、下図以外は変更無し。

ティーダ（C11）／
ティーダ ラティオ（SC11） 17 日産－22 訂正 B－g, b－G ポイント間数値（左右対称）訂正

［B－g：1361mm, b－G：1351mm（左右非対称）］
デュアリス（J10） 20 日産－20～ 型式追加 型式［KJ10］追加
ノート（E11） 18 日産－30～ 型式追加 型式［ZE11］追加
フーガ（Y51） 22 日産－12～ 車種追加 車種［フーガ ハイブリッド（HY51）］追加

フーガ（Y50） 17 日産－37・40 訂正 4WD車のポイント間数値訂正
［D,d－基準線：133mm→ 103mm］

ムラーノ（Z51） 21 日産－42～ 型式追加 型式［TZ51］追加
ラフェスタ ハイウェイスター
（CWE） 23 マツダー 33～ 型式追加 型式［CWFFWN］追加（マツダ プレマシーOEM）

NV100 クリッパー
（U71V・72V） 24 288 変更

平成 24年 9月以降～：サイドボデー寸法値を変更。
記載内容はミニキャブ バン＆タウンボックス（U61～
U64型）と同一

NV200 バネット (M20,VM20） 22 日産ー 29・33 変更

エンジンルーム直線 B－C（左右対称）ポイント間数値 
変更［B－C：346mm（13.62）→ 347mm（13.66）］
ボデーサイドU－u,U－H,V－v,V－H測定ポイント追加
［U－u：1510（59.45）］
［U－H：1139（44.84）左右対称］
［V－v：1548（60.94）］
［V－H：1364（53.70）左右対称］
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車名（略型式） 収録年版 ページ 概要 内容

ホ　

ン　

ダ

アクティ／アクティ バン
（HA6・7/HH5・6） 23 ホンダ－3 訂正 トラックのG－g ポイント間数値訂正

［G－g：1228mm］
インサイト（ZE2） 22 ホンダ－9～ 型式追加 型式［ZE3］追加

ヴェゼル（RU1・2）
ヴェゼル ハイブリッド（RU3・4） 26

256・280 訂正 ポイント F2､f2 フロントシート後部外側取付け穴φ
訂正［φ 13→φ 15］

269・270
293・294 訂正 ポイント a2エンジンサイドマウント用φ訂正

［φ 13（外）→φ 15（外）］
オデッセイ（RC1・2） 26 319 訂正 ポイント高さ数値訂正［a1：24mm→ 245mm］
グレイス ハイブリッド（GM4・5） 27 234 ～ 車種追加 車種［グレイス（GM6・9）］追加

フィット（GK3～6）
フィット ハイブリッド（GP5） 26

322～ 型式追加 型式［GP6］追加

344・366 訂正 ポイント a2エンジンサイドマウント用φ訂正
［φ 13（外）→φ 15（外）］

フィット ハイブリッド（GP1） 23 ホンダ－41～ 型式追加 型式［GP4］追加
CR－Z（ZF1） 22 ホンダ－38～ 型式追加 型式［ZF2］追加

N BOX／ N BOX＋（JF1・2） 25

304 訂正 ポイントB3、b3のφ訂正［φ 7→右側φ 7、左側φ 9］
ポイント間数値訂正［B2－B3：260mm→ 258mm］

307 訂正 ポイント間数値訂正［a－B：791mm→ 792mm］
320 訂正 ポイント間数値訂正［a－B：1300mm→ 1301mm］

321・322 訂正
ポイント間数値訂正
［e－F：1157mm→ 1156mm］
［e－ f：591mm→ 590mm］

323 訂正 ポイント間数値訂正［G－ i：1004mm→ 1003mm］

328 訂正

ポイント uの角度訂正［10.3°→ 10.8°］

329 訂正

ポイントX訂正
［ ポイント X： リヤ ディファレンシャル マウント クロ

スメンバφ 13→
　　ポイントX右： リヤ ディファレンシャル マウント 

クロスメンバφ 13、
　　ポイントX左： リヤ ディファレンシャル マウント 

クロスメンバφ 15］
319 訂正 ポイント間数値訂正→下図参照
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車名（略型式） 収録年版 ページ 概要 内容

ホ　

ン　

ダ

N ONE（JG1・2） 25

346 訂正
ポイント間数値訂正
［e－F：1157mm→ 1156mm］
［e－ f：591mm→ 590mm］

348 訂正 ポイント間数値訂正［G－h：1004mm→ 1003mm］

351・352 訂正

ポイント j 訂正［ポイント j → j1］
ポイント j3 訂正［ポイント j3 → j2］
ポイント t の角度訂正［10.3°→ 10.8°］

353 訂正

ポイントX訂正
［ ポイント X： リヤ ディファレンシャル マウント クロ

スメンバφ 13→
　　ポイントX右： リヤ ディファレンシャル マウント 

クロスメンバφ 13、
　　ポイントX左： リヤ ディファレンシャル マウント 

クロスメンバφ 15］
344 訂正 ポイント間数値訂正→下図参照

N WGN／
N WGN カスタム（JH1・2） 26

383 訂正 ポイント間数値訂正［G－h：1004mm→ 1003mm］

387・388 訂正

ポイント j 訂正［ポイント j → j1］
ポイント j3 訂正［ポイント j3 → j2］
ポイント t の角度訂正［10.3°→ 10.8°］

389・390 訂正

ポイントX訂正
［ ポイント X： リヤ ディファレンシャル マウント クロ

スメンバφ 13→
　　ポイントX右： リヤ ディファレンシャル マウント 

クロスメンバφ 13、
　　ポイントX左： リヤ ディファレンシャル マウント 

クロスメンバφ 15］
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車名（略型式） 収録年版 ページ 概要 内容

ホ　

ン　

ダ

N WGN／
N WGN カスタム（JH1・2） 26 378 訂正 ポイント間数値訂正→下図参照

三　
　

菱

ギャラン フォルティス（CY4） 20 三菱－2～ 型式追加 型式［CY3A,CY6A］追加
ギャラン フォルティス 
スポーツバック（CX4） 21 三菱－2～ 型式追加 型式［CX3A,CX6A］追加

コルト＋
（Z23W・24W・27W・27WG） 19 三菱－24～ 型式追加 型式［Z21W,Z22W］追加

デリカ D：5（CV5） 19 三菱－35～

型式追加 型式［CV1W,CV2W,CV4W］追加

変更
CV1W型（4N1エンジン）は下図を参照。
CV1Wはフードロックステーブラケット（ポイント 20）
を廃止し、測定基準点（102）を追加した。

〔CV1W型（4N1エンジン）のみ〕 ※ これ以外の寸法は平成19年版のデリカＤ：５を参照。
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車名（略型式） 収録年版 ページ 概要 内容

三　
　

菱

番号 測定基準点 穴形状 大きさ
24 フロントバンパーリーンホースメント取付穴中心 丸 11mm
28 フロントインパクトセンサー取付穴中心 丸 12mm
29 フロントインパクトセンサー取付穴中心 丸 12mm
38 カウルトップインナーパネル取付穴中心（ボデー中心点） 丸 9mm
102 フロントエンドクロスメンバーアッパー切欠き（ボデー中心点） － －

パジェロ（V8・9） 19 三菱－46～ 型式追加 型式［V88W,V98W］追加

ミニキャブ バン＆タウンボックス
（U61～U64） 24 288 変更

平成 24 年 9 月以降～はサイドボデー寸法値＆基準穴
サイズを変更
［30～26：984mm→ 981mm］
［30～25：973mm→ 972mm］
［30の基準穴：9mm→ 11mm］

ミラージュ（A0） 25 378～ 型式追加 型式［A03A］追加
RVR（GA3） 22 三菱－25～ 型式追加 型式［GA4W］追加
ek ワゴン／ek ワゴン カスタム
（B11W） 26 345 訂正 リヤボデー寸法図を訂正→下図参照

マ　

ツ　

ダ

アクセラ／アクセラ ハイブリッド
（BM／BY） 26 446 ～ 型式追加 型式［BM2FS,BM6FJ］追加

アクセラ／アクセラ スポーツ
（BL） 23 マツダ－2～

型式追加 型式［BLFFP,BL6FJ/BLFFW］追加

訂正 ポイント名称訂正
［E：フロントコンビネーションライト取付穴］

アテンザ（GJ） 26 マツダー 474 型式追加 型式［GJ2AP,GJ2AW］4WD追加
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車名（略型式） 収録年版 ページ 概要 内容

マ　

ツ　

ダ

デミオ（DJ） 27 292～ 型式追加 型式［DJLFS］追加

デミオ（DE） 23
マツダ－19～ 型式追加 型式［DEJFS］追加
マツダ－19 訂正 数値訂正（全モデル対象）→下図参照

ビアンテ（CC） 24 338～ 型式追加 型式［CCFFW］追加
プレマシー（CW） 23 マツダー 33～ 型式追加 型式［CWFFW］追加
CX-5（KE） 24 353～ 型式追加 型式［KE5AW, KE5FW］追加

MPV（LW♯） 16 マツダ－52 訂正
平成 15 年 9 月以降～の車両（フロント寸法）は、マツ
ダ－52頁のみを参照する。よって、マツダ－52頁の「平
成 15年 9月～」は削除となる。

富　

士　

重　

工

インプレッサ スポーツ／インプ
レッサ G4／スバル XV／スバル
XV ハイブリッド（GP/GJ/GPE）

26

492～ 車種追加 車種［インプレッサ スポーツ ハイブリッド（GPE）］追加

501 訂正

ポイント間数値訂正
［（35）R－B3（108R）：587mm（23.11in）→
　　　　　　　　　　 610mm（24.01in）］
［（35）R－B3（108L）：904mm（35.59in）→
　　　　　　　　　　 920mm（36.22in）］

インプレッサ WRX STI（GR） 21 富士重工－2～ 型式追加 型式［GVB,GVF］追加

エクシーガ（YA4・5） 22 富士重工－2～
型式追加 型式［YA9, YAM］追加

車名変更 車名［エクシーガ→エクシーガ クロスオーバー７］変更

フォレスター（SH） 20 富士重工－11～ 型式追加 型式［SH9,SHJ］追加

レガシィ（BM）／レガシィ B4（BR） 25

458 訂正
測定点名称訂正
［（78）（MT）→（78）（MT＆CVT（TR580））］
［（78）（CVT＆AT）→（78）（AT＆CVT（TR690））］

459 訂正

ポイント名称訂正
［ （78）R（MT）クロメン取付穴右側→
 （78）R（MT＆CVT（TR580））クロメン取付穴右側］
［ （78）L（MT）クロメン取付穴左側→
 （78）L（MT＆CVT（TR580））クロメン取付穴左側］
［ （78）（CVT＆AT）クロメン取付穴→
 （78）（CVT＆AT（TR690））クロメン取付穴］

レガシィ（BP）／レガシィ B4（BL） 19 富士重工－25～ 型式追加 型式［BPH/BL9］追加
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車名（略型式） 収録年版 ページ 概要 内容

ス　

ズ　

キ

キャリイ（DA16） 26 521 変更 平成 27年 7月以降～フロントサスペンションフレーム
変更に伴い、測定ポイントと数値変更→下図参照

Ⅰ型：車台No.100001～
Ⅱ型：車台No.240001～

スイフト／スイフト スポーツ
（ZC11・21・31,ZD11・21） 18 スズキ－30～ 型式追加 型式［ZC71S］追加

スプラッシュ（XB32） 21 スズキ－21 変更

平成 24年 7月 30日頃からの発売車の
ポイント間数値変更
1～3型：［5－8, 5－9：568mm］
4型～　：［5－8, 5－9：567mm］
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車名（略型式） 収録年版 ページ 概要 内容

ス　

ズ　

キ

スペーシア（MK32） 26

523 ～ 型式追加 型式［MK42S］追加

523 数値追加

ポイント間数値追加［5－7：200mm］

ダ
イ
ハ
ツ

ムーヴ ラテ（L550・560） 17 ダイハツ－23 訂正 ポイントB, b の位置訂正→下図参照




