
装 着 前 の 確 認 事 項

ヘッドライト内部スペースの確認

本適応表により確認がとれていない車両におきましては、下記「ヘッドライト内部スペース」及び、
「ヘッドライト後方スペース」を確認していただく事が必要です。

(測定基準面)

取扱 (取付 )に関するご注意

ヘッドライト外部スペースの確認

※下記のタイプ別寸法をご参照の上、ノギスなどの測定器具を使用し、バルブ取付面を基準面とし、
　シェードやレンズまでの距離を測定してください。
　下記の寸法を満たしていれば装着可能ですが、寸法に満たない場合は、装着作業を中止してください。

各タイプの取り付けに必要なスペース

Ｈ３Ｃタイプの取り付けに必要なスペースの確認

■ Ｈ１,Ｈ７  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５３ｍｍ以上

■ Ｈ３Ｃ　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４６ｍｍ以上

■ ＨＢ３,ＨＢ４,Ｈ１１　‥‥‥‥‥‥ ５８ｍｍ以上

■ Ｈ４ＤＳＤ,Ｈ４Ｄ-Ｄ,Ｈ４　‥‥‥‥５８ｍｍ以上

ＣＡＴＺ ＨＩＤ バルブ Ｈ３Ｃタイプ

取付け有効スペース
最低４６ｍｍ以上

ハロゲンバルブ
Ｈ３Ｃ

ハロゲンバルブ
取り付け面

■ ハロゲンバルブ取付面から後方に４６ｍｍ以上のスペース
　  が必要です。

※指定寸法を満たしていれば装着可能ですが、寸法に
　満たない場合は、装着作業を中止してください。

※Ｈ３Ｃタイプは、ヘッドライトへの装着を目的とし開発されています。
　フォグランプ等への装着は防水処理等の問題がある為、装着はできません。

バルブ前方
取付け有効スペース
最低４６ｍｍ以上(Ｈ３Ｃ)

Ｈ１タイプの取り付けに必要なスペースの確認

ハロゲンバルブ
Ｈ１

ＣＡＴＺ ＨＩＤ バルブ Ｈ１タイプ

バルブ後方
取付け有効スペース
最低５５ｍｍ以上

バルブ前方
取付け有効スペース
最低５３ｍｍ以上

エアークリーナーや
バッテリー等の
障害物

■ ハロゲンバルブ取付面から後方に５５ｍｍ以上のスペース 
     が必要です。

※指定寸法を満たしていれば装着可能ですが、寸法に
　満たない場合は、装着作業を中止してください。

バルブ取付面



装 着 前 の 確 認 事 項
本適応表により確認がとれていない車両におきましては、下記「ヘッドライト内部スペース」及び、
「ヘッドライト後方スペース」を確認していただく事が必要です。

ヘッドライト外部スペースの確認

Ｈ７タイプの取り付けに必要なスペースの確認

■ ハロゲンバルブ取付面から後方に５８ｍｍ以上のスペース 
     が必要です。

※指定寸法を満たしていれば装着可能ですが、寸法に　
　満たない場合は、装着作業を中止してください。

ハロゲンバルブ
Ｈ７

ＣＡＴＺ ＨＩＤ バルブ Ｈ７タイプ

バルブ後方
取付け有効スペース
最低５８ｍｍ以上

エアークリーナーや
バッテリー等の
障害物

バルブ前方
取付け有効スペース
最低５３ｍｍ以上(Ｈ７)

バルブ取付面

ＨＢ３,ＨＢ４タイプの取り付けに必要なスペースの確認

■ ハロゲンバルブ取付面から後方に５５ｍｍ以上のスペース 
   が必要です。

※指定寸法を満たしていれば装着可能ですが、寸法に　
　満たない場合は、装着作業を中止してください。

エアークリーナーや
バッテリー等の
障害物

ハロゲンバルブ
ＨＢ３,ＨＢ４

ＣＡＴＺ ＨＩＤ バルブ ＨＢ３-４タイプ

バルブ後方
取付け有効スペース
最低５５ｍｍ以上

バルブ前方
取付け有効スペース
最低５８ｍｍ以上(ＨＢ３-４)

バルブ取付面

Ｈ８,Ｈ9,Ｈ11タイプの取り付けに必要なスペースの確認

■ ハロゲンバルブ取付面から後方に５５ｍｍ以上のスペース 
   が必要です。

※指定寸法を満たしていれば装着可能ですが、寸法に　　
  満たない場合は、装着作業を中止してください。

ハロゲンバルブ
　　　Ｈ８,Ｈ９,Ｈ１１

バルブ取付面

ＣＡＴＺ ＨＩＤ バルブ
　　Ｈ８,Ｈ９,Ｈ１１タイプ

バルブ後方
取付け有効スペース
最低５５ｍｍ以上

バルブ前方
取付け有効スペース
最低５８ｍｍ以上(Ｈ８,Ｈ9,H11)

エアークリーナーや
バッテリー等の
障害物



装 着 前 の 確 認 事 項

※Ｈ４シリーズはタイプごとの取り付けに必要な後方の寸法が異なります。

　各タイプごとの寸法をご参照の上、ノギスなどの測定器具を使用し、必ず取り付け有効スペースの確認をおこなってください。
　車両電源コネクター背面を基準面とし、バッテリーやエア－クリーナーボックス等の障害物までの距離を測定してください。

※下記の寸法を満たしていれば装着可能ですが、寸法に満たない場合は、装着作業を中止してください。

ヘッドライト外部スペースの確認

各Ｈ４タイプの取り付けに必要なスペースの確認

ハロゲンバルブ

Ｈ４Ｄ-Ｄ
ハイ/ロー切替えタイプ

Ｈ４ＤＳＤ
ハイ/ロー切替えタイプ

Ｈ４
シングルタイプ

※ここから出る配線が動きます
　ので障害物や引っ掛かりが発
　生しそうな場合は取付け不可
　となります。

車両電源
コネクター

エアークリーナーや
バッテリー等の
障害物

Ｈ４Ｄ-Ｄの場合
■ ヘッドライトにハロゲンバルブと電源コネクターが付いて　   
     る状態で電源コネクター背面からバッテリーやエア－クリ　   
     ーナーボックス等の障害物までのスペースが５０ｍｍ以上 
    余裕がある事が必要です。 

Ｈ４ＤＳＤの場合
■ ヘッドライトにハロゲンバルブと電源コネクターが付いて　   
     いる状態で電源コネクター背面からバッテリーやエア－クリ　  
      ーナーボックス等の障害物までのスペースが２０ｍｍ以上 
　  余裕がある事が必要です。

Ｈ４シングルの場合
■ ヘッドライトにハロゲンバルブと電源コネクターが付いて　  
     いる状態で電源コネクター背面からバッテリーやエア－クリ　  
     ーナーボックス等の障害物までのスペースが２０ｍｍ以上 
　  余裕がある事が必要です。

〉〉〉　ご 　 注 　 意〈〈〈
※測定した数値が必要寸法に満たない場合は、装着不可能です。

取付け有効スペース

　　５０ｍｍ以上
バルブ取付け面

取付け有効スペース
　　２０ｍｍ以上

取付け有効スペース
　　２０ｍｍ以上

バルブ取付け面

バルブ取付け面

６５ｍｍ

２０ｍｍ

８５ｍｍ

５４ｍｍ
５７ｍｍ

５０ｍｍ

シェードまで５８ｍｍ

シェードまで５８ｍｍ

※車両電源コネクターの形状や寸法は、メーカーや
　車種により異なる場合があります。

ご注意



装 着 前 の 確 認 事 項
バルブタイプ別注意事項

Ｈ１タイプの取り付け時の注意事項

ＨＢ３-４タイプの取り付け時の注意事項

それぞれのタイプごとに取付条件が異なります。
下記のタイプ別取付条件をご参照ください。

けずる

《名称 : モールビット》

けずり取る

【拡大図】

《バルブ取付け穴加工工具(参考)》

ＨＩＤバルブを装着する前にヘッドライトユニットのバルブ取り
付け部の加工を行ってください。　
(１) Ｈ.Ｉ.Ｄバルブのガラス部分が入る穴をモールビットなどで
　　 ガラス部分が当らない程度に若干拡げてください。
　　 また、加工を行う際にはユニット部分に金属粉などが入ら
　　 ない様、ご注意ください。
(２) Ｈ.Ｉ.Ｄバルブの取り付けは、バルブの配線部分を手で持って
　   行ってください。　また、車種により、バルブ取り付け部が
　　二重になっている場合がありますので、その場合は 
 　  手前側と奥側の両方を加工してください。

① ランプユニットのバルブ固定マウントにある
　 アース線を必ず取外してください。
※また、取外したアース線は必ず絶縁処理をおこなってください。
②このシステム(Ｈ１タイプ)は, ハロゲンバルブ(Ｈ１タイプ)より 
  もガラス部分が若干太い為、車種によりバルブが入りにくい
  (バルブのガラス部と固定マウント部が干渉する)場合があり 
  ます。
　この様な車両の場合は、必ず左記の加工を行った上でバルブ 
  の取付けをおこなってください。
【ご注意】
※上記に該当する車両に無加工で装着した場合バルブ本体を破 
   損させる可能性がありますので、十分ご注意ください。

ＨＢ４に使用する場合

◇装着されてい
　るＯリングを
　そのまま使用する。

Ｈ.Ｉ.Ｄバルブ(ＨＢタイプ)

純正Ｏリング

純正Ｏリング

スぺーサー

取りはずす 取り付け

ＨＢ３・９００５・ＨＢ３Ｊ・９００５Ｊ・ＨＢ４Ｊ・９００６Ｊに使用する場合

ハロゲンバルブ(ＨＢタイプ)

ＨＢ３-４タイプは, ＨＢ４(９００６・９００６Ｊ)及び、ＨＢ３(９００５・９００５Ｊ)のハロゲンバルブに対応可能な汎用タイプです。
 ハロゲンバルブのタイプ毎に装着方法が異なりますので、下記の手順に従い、それぞれの作業をおこなってください。
また、下記手順をふまずに装着した場合バルブ本体を破損させる可能性がありますので、十分ご注意ください。

スぺーサー
純正Ｏリング

【拡大図】

Ｈ.Ｉ.Ｄバルブ(ＨＢタイプ)



装 着 前 の 確 認 事 項
本適応表により確認がとれていない車両におきましては、下記「フォグランプ内部スペース」及び、
「フォグランプ後方スペース」を確認していただく事が必要です。

フォグランプ外部スペースの確認

PSX24Wタイプの取り付けに必要なスペースの確認

■ ハロゲンバルブ取付面から後方に61ｍｍ以上のスペース 
     が必要です。

※指定寸法を満たしていれば装着可能ですが、寸法に　
　満たない場合は、装着作業を中止してください。

ハロゲンバルブ
PSX24W

ＣＡＴＺ LED バルブ Reflex PSX24Wタイプ

バルブ後方
取付け有効スペース
最低61ｍｍ以上

エアークリーナーや
バッテリー等の
障害物

バルブ前方
取付け有効スペース
最低45ｍｍ以上(PSX24W)

バルブ取付面

ＨＢ４タイプの取り付けに必要なスペースの確認

■ ハロゲンバルブ取付面から後方に５4ｍｍ以上のスペース 
   が必要です。

※指定寸法を満たしていれば装着可能ですが、寸法に　　
  満たない場合は、装着作業を中止してください。
※シェードによっては、直径が小さいフォグランプがあります。
　イエローキャップやLEDバルブの先端が当たる可能性があります。

エアークリーナーや
バッテリー等の
障害物

ハロゲンバルブ
ＨＢ４

ＣＡＴＺ LED バルブ Reflex ＨＢ４タイプ

バルブ後方
取付け有効スペース
最低５4ｍｍ以上

バルブ前方
取付け有効スペース
最低５0.5ｍｍ以上(ＨＢ４)

バルブ取付面

Ｈ８,Ｈ１１,Ｈ1６タイプの取り付けに必要なスペースの確認

■ ハロゲンバルブ取付面から後方に59ｍｍ以上のスペース 
   が必要です。

※指定寸法を満たしていれば装着可能ですが、寸法に　　
  満たない場合は、装着作業を中止してください。
※シェードによっては、直径が小さいフォグランプがあります。
　イエローキャップやLEDバルブの先端が当たる可能性があります。

ハロゲンバルブ
　　　Ｈ８,Ｈ１１,Ｈ１６

バルブ取付面

ＣＡＴＺ LED バルブ Reflex
　　Ｈ８,Ｈ１１,Ｈ１６タイプ

バルブ後方
取付け有効スペース
最低59ｍｍ以上

バルブ前方
取付け有効スペース
最低４６ｍｍ以上(Ｈ８,Ｈ１１,H1６)

エアークリーナーや
バッテリー等の
障害物

約
3
5
㍉

約44.2㍉ 約15㍉以上

約15㍉以上

約15㍉以上

約
3
5
㍉

約46㍉

約
3
5
㍉

約39.2㍉
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