
● パミオ系
（ 型式：LYE-511 ）

● TZチャイルドシート
レスティロ系／ネディアップ系
（ 型式：LYJ-211 ）

● ソシエ系／ピピデビュー系／ネディ系
（ 型式：LYF-375 ）

● カイナ系
（ 型式：1029Ａ ）

● フィーカ系／ロングフィット系
（ 型式：1024／1024Ａ ）

● iA系（ ISOFIX )
（ 型式：1027 ）
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43cm以上

36cm以上

＊ISOFIX取付金具が装備されており、各質量グループに対し、下の表のいずれかのサイズ等級、固定具が記されて
いる車両に取り付けられます（ISOFIX取付金具を装備したすべての車に取り付けられるわけではありません）。

＊車種別適合表で◎と記載されている車両型式でも、年式、グレード別設定、オプション設定等により、ISOFIX取付
金具が装備されていない場合がございます。車両にISOFIX取付金具が装備されているかを必ずご確認ください。

＊取り付ける車両の取扱説明書をよくお読みください。

ISOFIXタイプの場合

質量グループ サイズ等級 固定具

車種別適合表に記載されていない車種については下記を参考にしてください。

取り付けられる座席（取り付け基本条件）
※『車種別適合表』で取り付けできない座席に該当する場合は除きます。

シートベルト固定タイプの場合

15cm以下
座面から

＊シートベルト有効長は、シートベルトを全て引き出
した状態で計測してください。

＊平成 9年以前の年式の車はシートベルト長が最近
の車よりもかなり短い仕様になっています。

＊車種・座面形状によって
は43cm未満で取り付け
られる場合もあります。

＊3点式シートベルト専用です。
＊座席のクッション性能・シート形状・バックル形状により、上記の寸法でも取り付けられない場合があります。
＊車種別適合表で◎と記載されていても、車種のグレード等によってはシートベルト長が短く、取り付けら
れない場合があります。
＊車種によっては後向き使用時に前席が狭くなることがあります。
＊店頭等で実際に取り付け確認をしていただくことをおすすめします。

【座面奥行・腰ベルト取り付け幅】 【シートベルト有効長・バックルの長さ】

取り付けられない座席

シートベルト固定タイプの場合

ISOFIXタイプの場合

危険

●ISOFIX取付金具が装備されていない座席
チャイルドシートを固定できません。

●エアバッグが装備されている座席
衝突時、エアバッグの作動により強い衝撃
を受け、危険です（サイドエアバッグの
みの場合は使用できます）。

●車両進行方向に対して、後向き及び、横向
きの座席
衝突の際に、お子さまが放り出されるおそ
れがあります。

●チャイルドシートを取り付けると、
運転に支障を及ぼす座席

●極端なバケットタイプなど、しっかり
と固定ができない座席

●足下に床下収納ボックスが装備されて
いる座席

●エアバッグが装備されている座席
衝突時、エアバッグの作動により強い
衝撃を受け、危険です（サイドエアバ
ッグのみの場合は使用できます）。

●シートベルトのついていない座席
チャイルドシートを固定できません。

●車両進行方向に対して、後向き及び、横向きの座席
衝突の際に、お子さまが放り出される
おそれがあります。

●シートベルトに損傷のある座席
事故等の際に、チャイルドシートご
とお子さまが投げ出されるおそれが
あります。損傷がある場合は自動車
ディーラーで点検を受けてください。

オートマチックシートベルト（座席に
座ると、ドアの開閉によって自動的に
脱着されるタイプのシートベルト）の
ついた座席（チャイルドシートを固定
できません）。

●市販のスポーツタイプベルトが装備されている座席
チャイルドシートを固定できません。

●2点式シートベルトの座席
3点式シートベルト専用です。

●チャイルドシートを取り付けると、　運転に支障を及
ぼす座席及び、前部中央席

●補助座席及び、幼児専用座席

●極端なバケットタイプなど、しっかりと固定ができ
ない座席

●座面の凸凹が極端な座席

後部に同乗者がいる場合、
事故等の緊急時に後部座
席の人が脱出できないお
それがあります。

●片側スライドドアの入口座席

●座面の奥行きが43cm未満の座席

●車両バックルの位置が高く、チャ
イルドシートを固定できない座席

●車両バックルが座面の中央寄り
から出ている座席

43cm未満

●オートマチックシートベルトの座席

車両シートベルトの種類や形状などにより、取扱説明書どおりに固定
できないときは、他の座席に取り付けてください。衝突や急ブレーキ
の際、生命の危険または、重大な傷害につながるおそれがあります。

危険
車両シートベルトでは絶対に取り付けないでください。衝突などの
際、本来の性能を発揮できず、生命の危険または、重大な傷害につ
ながるおそれがあります。
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車種別適合表の見かた 適合記号の見かた

適合記号 適合記号の内容

空　欄

○1

◎

×2

×3

×4

×a

×b

×c

×d

×e

×f

備考欄に「★」が付いている場合は、以下の内容を表します。

★1

★2

後向き取り付け時、車両シートベルトが短い場合は、ベルトガイドにシートベルトを引っ掛け
る際に、チャイルドシートを背もたれ側に起こし、取り付け後に適正角度に戻してください。
車両シートベルトが車両中央側から出て、ドア側に向かって装着するタイプ（バックルがドア
側にあるタイプ）は取り付けられません。

※安全性がより高い後部座席への取り付けをおすすめします。また、エアバッグの装備された助手席には取り付けられません。
※回転対座シートに取り付ける場合は、必ず車両シートを前向きにしてください。
※補助シートには取り付けられません。
※リストに記載されていない車種及びご不明な点につきましては、弊社お客様相談室までお問い合わせください。

取り付けられます。

後向き使用時、適正角度保持のため、
クッション等を利用して取り付けます。

座席の形状等（奥行きが短い・凸凹がきつい等）のため、しっかり取り付けら
れません。

・チャイルドシート取り付け位置とシートベルトやバックルの位置関係が合わず、
しっかり取り付けられません。
・2点式シートベルトのため、取り付けられません（3点式シートベルト専用機種）。
・腰ベルトが ELRベルトのため、取り付けられません。
・バックルベルトが長いため、取り付けられません。
・前席とのスペースが狭く、干渉するため取り付けられません。
・座席の幅が狭いため、しっかり取り付けられません。
・シートベルトの有効長が短いため、取り付けられません。

ISOFIX 取付金具が装備されていません。

座席形状とISOFIX 取付金具位置の影響により、正しくベースを設置できないため
取り付けられません。

車両の床下に収納ボックス等があり、サポートレッグが適正に設置できないため
取り付けられません。

サポートレッグが車両内装と干渉するため取り付けられません。

取付座席のフロア（床）までの距離が短いまたは、長いためサポートレッグが
適正に設置できず、取り付けられません。

車内空間（前席との間、取付座席周辺等）が狭い等により、チャイルドシートを
ご使用できません。

確認中。

※チャイルドシートは、車種によって取り付けられない場合があります。車種別適合表で適合状況をご確認の上、ご購入ください。

メーカー、車種、タイプ、型式、年式、
乗車定員の順で車種を探します。

＊車種別適合表に記載されていない
場合は、左ページ「取り付けられ
る座席（取り付け基本条件）」を
ご確認ください。

取り付けられるチャイルドシートと
条件を確認してください。

適合記号の内容を
『適合記号の見かた』で
確認してください。

②取り付ける座席の位置を
確認してください。

③取り付けられるチャイルド
シートを確認してください。

①取り付ける車種を
探してください。

注意

シートベルト固定タイプを後向きで使用する場合は、運転席の後ろ
の座席に取り付けると、乗せ降ろし時に車両シートベルトが邪魔に
なりません（右ハンドル車に助手席側から乗せ降ろしする場合）。

※車道側からの乗せ降ろしは危険です。
　乗せ降ろしは歩道側から行なってください。

車両シートの材質・形状により、キズや痕がつく場合があります
ので、ご注意ください。
チャイルドシートと車両シートが接する面にはタオルなどを当て
てご使用ください。

より安全・快適にご使用いただく上で知っておいていただきたいこと

本革シートの座席は取り付け痕が残ることがあります。

備　考
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