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ダイハツ軽乗用車「ムーヴ」フルモデルチェンジ

軽量高剛性ボディを新開発、基本性能を大幅向上
～新たにカスタムに“ハイパー”グレード設定～

ムーヴカスタム ＲＳ“ハイパーＳＡ”

ムーヴ Ｘ“ＳＡ”

ダイハツ工業（株）
（以下ダイハツ）は、軽乗用車「ムーヴ」をフルモデルチェンジし、１２月１２日
から全国一斉に発売する。
「ムーヴ」は１９９５年にダイハツ初の「スペース系軽自動車」として誕生したダイハツの基幹車種
の一つで、年齢性別を問わず多くのお客様からご好評をいただいてきた。
「次世代ベストスモール」を目指し開発した新型ムーヴは、軽の本質である低燃費・低価格をベース
に、新開発の軽量高剛性ボディ骨格構造や足回りの改良などにより、基本性能を大幅に向上させた。さ
らに軽初採用となる数々の先進装備を搭載し、軽の本流を一層追求。また上質感を極めた最上級グレー
ドとなる“ハイパー”を新設定した。
軽量高剛性ボディ骨格構造は、高剛性化による基本性能向上のみならず、軽量化による低燃費や、低
コスト化にも貢献する技術であり、今後の他車種への展開もにらみ開発を推進することで、ダイハツ車
の総合力向上を図る。
新型ムーヴの主な特長は、以下の通り
１．あらゆるお客様に満足いただける高い基本性能
２．カスタムに新グレード “ハイパー”の設定と、迫力と上質感ある新デザイン
３．ＮＡ車※１全グレード同一の低燃費３１．０ｋｍ/L（２ＷＤ）
４．多数の先進装備を採用
①軽初※2 となる後方誤発進抑制制御機能を衝突回避支援システム「スマートアシスト」に搭載
②TFT カラーマルチインフォメーションディスプレイをはじめ快適、便利な機能を搭載
※1：naturally aspirated engine（自然吸気エンジン） ※2：2014 年 12 月現在。ダイハツ調べ
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＊車両概要＊

＜基本性能＞
お客様に「運転が上手くなった」と感じていただける基本性能で安心感を提供
お客様に「運転が上手くなった」と感じていただける程の基本性能を実現すべく、新ボディ骨格構
造を軸とした外部からクルマにかかる力とクルマから外部へ伝える力をコントロールする「Ｆｏｒｃ
ｅ

Ｃｏｎｔｒｏｌ（フォースコントロール）
」に着目して開発。また、ドライバーの頭部のふらつき

を小型車並に低減するなど、ドライバーにかかる疲労を軽減し、快適性と安心感を提供。

「Ｆｏｒｃｅ

Ｃｏｎｔｒｏｌ（フォースコントロール）」

◇軽量高剛性ボディ骨格構造「Ｄ ｍｏｎｏｃｏｑｕｅ（モノコック）
」
高剛性化による基本性能の向上
軽量高剛性ボディ骨格構造は、サイドアウターパネルの全面厚板ハイテン化を行い、構造断点を低
減し、骨格全体で力を受け止める構造。外板樹脂化なども含めボディで２０ｋｇ軽量化しながら、
従来と同等の衝突安全性を確保。その上でアンダーボディに最適な補強を行い、高剛性化による基
本性能向上を実現
他車種への展開もにらみ開発を推進し、今後のダイハツの総合力を向上
基本性能向上、および軽量化による燃費向上や、部品点数削減、効率化による低コスト化といった、
軽に普遍的に求められるニーズにも大きな効果があり、今後、他車種への展開をにらみながら開発
を推進することで、ダイハツの総合力を向上
◇足回りの細部まで改良を加えた「Ｄ ｓｕｓｐｅｎｓｉｏｎ(サスペンション)」
リヤサスペンション、ストラットの剛性アップ、ブッシュの特性見直し、コイルスプリング/アブソー
バ特性の最適化、さらにブレーキフィーリングの向上など、新型ムーヴの車両特性に合わせ、細部に
至るまで最適に改良したことで、お客様にさらなる安心/安全、フラットで快適な乗り心地を提供
◇軽初※3 のパワーモード切替ステアリングスイッチ「Ｄ ａｓｓｉｓｔ(アシスト)」
ステアリングスイッチで、ワンタッチ操作による「パワーモード」への切り替えが可能。エンジン・
CVT の制御を変更することにより、アクセル操作に対するレスポンスが良くなり、出足加速時や登
坂時にストレスない運転を実現
※3：2014 年 12 月現在。ダイハツ調べ

お客様の声から生まれた走行性能への着目
企画に際しお客様の声を徹底してヒアリング/分析し、登録車からのダウンサイザーから、軽の走り
に多くのご要望をいただいている点に着目。また企画関係部署とサプライヤーが一体になった新し
いお客様評価会でアイデアを検証し、新規採用アイテムの選択や最適なドライビングポジションな
どをスピーディに実現
従来からより向上した静粛性
◇高い静粛性を実現
ボディに空いている水抜き穴などの数を低減し、騒音の元となる音響の車内進入経路を約２０％削
減。また吸音材の配置見直しやステアリング支持剛性の大幅向上により、従来のムーヴに比べノイ
ズや振動を大幅に低減。その他、空力を考慮した意匠開発を行い、フロントからサイドにかけての
段差や、ミラー形状を見直したことで、風の乱れを抑制し、風切り音を低減
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長時間運転でも疲れにくいドライビングポジション
◇体へのフィット性とホールド性を両立した新シート構造
直進時と旋回時のシートにかかる座圧の変化などを分析し、高い性能を有するシートを開発。骨格
とシートパッドの構造見直しにより、最適な支持圧を実現し、フィット性を向上。またシートバッ
クの形状変更などにより、ホールド性を向上し、運転時の適正な姿勢を保持
◇ステアリングレイアウトとペダルレイアウトを見直し
ステアリングとドライバーの距離を縮めることでより適した運転姿勢を実現。またアクセル、ブレ
ーキ両ペダルの同時踏みをしないよう考慮し、ペダル間の段差を見直し

＜デザイン＞
ムーヴカスタムに「ハイパー」グレードを新設定
◇上質感・高級感を際立たせた専用エクステリアデザイン
ムーヴカスタムにダイハツ車で初めて“ハイパー”グレードを設定。ハイパーではダークメッキの
グリル＆ブランドマークで上質感・高級感を演出。グリル下部とフォグランプ周りにも LED イルミ
ネーションを施し、存在感を一層強調
◇高級感あふれる専用インテリア
インテリアには、ハイパー専用ギャラクシーマーブル調のインパネガーニッシュ＆ドアオーナメン
トパネルを採用。シートはブルーステッチを施した本革+ファブリックシートを採用し、別格の上質
感を表現
迫力と存在感を表現したムーヴカスタム
◇エクステリア
上級指向の意匠を目指すことで、
「ムーヴ」を含め、迫力、質感を底上げ。スクエアで伸びやかなシ
ルエットや、ダイナミックなウインドウグラフィック、さらにフロント・サイド・リヤに“X” を
用いた意匠とし、カスタムに相応しい迫力と存在感を表現。また、バックドアは、樹脂外板による
意匠の自由度向上を活かし、ベルトラインスポイラーをイメージさせる意匠を実現
◇インテリア
カスタム専用のシルバーヘアライン調インパネガーニッシュと立体ファブリック＆ファインタッチ
シートを新たに採用。また自発光式 2 眼メーター中央には、軽で初めて※4 の搭載となる多機能な TFT
カラーマルチインフォメーションディスプレイを搭載し、先進性を向上
※4：2014 年 12 月現在。ダイハツ調べ

塊感と立体感あるデザインで上質感と安心感を表現したムーヴ
◇エクステリア
厚みのある造形を採用し、大型のヘッドランプ、グリル、平面ラウンドを強調したバンパー全体で、
質感を向上。サイドはシャープで流れる造形とし、上質感・安心感を醸成
◇インテリア
新設定のダークグレー、ホワイト、グレージュの３トーンインテリアが上質さと華やかさを演出。
またダークグレー×ホワイトのインパネに、ブラックシートや革巻ステアリングを組み合わせた
シックで上質なブラックインテリアパックをメーカーオプションで設定。また表示が大きく見やす
いメーターは、全車タコメーターを標準装備
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ムーヴ史上最多となる全２１色のカラーバリエーション
◇ムーヴ、ムーヴカスタムに、それぞれ２トーン含む１３色を設定
高級感あるダークカラーから華やかなライトカラーまで、２トーンを含めムーヴ史上最多となる、
全２１色（ムーヴカスタム１３色、ムーヴ：１３色）を設定

＜低燃費＞
全グレードで３１．０ｋｍ/Ｌの低燃費を実現（２ＷＤ ＮＡ車）
◇ＮＡ、ターボとも全グレードでエコカー減税免税レベル適合
ＮＡ車は３１．０ｋｍ/Ｌ、ターボエンジン車はクラストップ※５の２７．４ｋｍ/Ｌ(共に２ＷＤ)を
実現し、それぞれ全グレードで同一の燃費に設定。全車がエコカー減税免税レベルに適合
※5：全高 1,550mm 以上の軽自動車クラス。2014 年 12 月現在。ダイハツ調べ

◇空力性能の大幅向上
デザイン段階から空力を考慮した設計を行い、空力と意匠を両立。また、フロントアンダースポイ
ラー、リヤタイヤ前スパッツ、スポイラー一体型バックドアなど、各種空力改善アイテムを搭載し、
Cd 値は従来比約１０％低減

＜先進装備・快適機能＞
衝突回避支援システム「スマートアシスト」に軽初※６の新機能 後方誤発進抑制制御機能を追加し、
さらに安全性を向上
◇バック時のペダル踏み間違いになどによる誤発進を抑制
従来のスマートアシストの機能に加え、後方に障害物を検知した際、Ｒレンジでアクセルペダルを強く踏んだ
場合、約８秒間エンジン出力を抑えて急発進を防止する「後方誤発進抑制制御機能」を軽で初めて搭載。
後方検知には、前方検知で使用しているレーザーレーダーとは異なる、ソナーセンサー(音波)を採用し、１０
ｋｍ/ｈ以下で走行時、後方約２～３ｍ先までに壁などの障害物を検知している場合作動。価格は従来から
据置き、全グレードにスマートアシスト搭載車を設定。また従来スマートアシストに含まれていた、「ＶＳＣ・ＴＲ
Ｃ」は全車標準装備
※6：2014 年 12 月現在。ダイハツ調べ

◇ＬＥＤランプを多数搭載し、夜間の視認性を向上
対象物が見えやすい白く明るい光で夜間走行時の安心感を高めるＬＥＤヘッドランプをカスタムに
標準装備、ムーヴにメーカーオプションで設定。フォグランプやリヤコンビランプ、ルームランプ
にも設定を拡大※7 し、省電力・低燃費にも貢献
※７ムーヴカスタムに標準設定

◇バックカメラ機能※8 を強化し、後方の視界をしっかりサポート
従来のノーマルビューに加え、真上から見下ろした視点で駐車時に便利なトップダウンビューを
はじめ、ワイドビューやハンドル操作と連動し、進路方向を表示するステアリング連動ガイド線
機能を追加
※8 全車にメーカーオプション設定

◇坂道からの発進をサポートする「ヒルホールドシステム」
登り坂での発進時、ブレーキからアクセルに踏み替える際、ブレーキ力を保持して車両のずり下が
りを防止
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パッケージ・シートアレンジ
◇クラストップの荷室長
荷室長はクラストップとなる５７５ｍｍ（荷室最大時）を確保し積載性を向上。
◇多彩なシートアレンジ
リヤシートを左右分割リクライニング・スライド式としたことで、より多彩なシートアレンジを実
現。リヤシートは前後２４０ｍｍの可動域としたことで、お好みに合わせてシート位置を調整可能
ＴＦＴカラーマルチインフォメーションディスプレイ※9
◇大きく見やすいカラーディスプレイ表示
軽で初めて※10TFT カラーマルチインフォメーションディスプレイを採用。メーターの中央に液晶カ
ラーディスプレイを搭載し、車速やギヤシフト位置、平均燃費などの基本情報や、メンテナンス情
報、また運転サポート情報や、キーフリー電池残量などの警告内容などを、文字とイラストでわか
りやすく表示
※9 ムーヴカスタムに標準設定 ※10 2014 年 12 月現在。ダイハツ調べ

多数の快適・便利機能
◇高効率エアコンシステム＆スマートクール※11
軽量高性能エアコンユニットやスクロールコンプレッサを新開発し、エアコンシステムを一新した
ことで、高効率化を実現。性能はトップレベルのまま消費動力を大幅に低減。またオートエアコン
車は蓄冷エバポレータを搭載し、アイドルストップ中の送風時も冷たい風を維持する「スマートク
ール」を採用。これらにより、快適性とエアコン使用時の燃費が向上
※11 ムーヴカスタム全車、ムーヴＸターボ、Ｘターボ“ＳＡ”、Ｘ、Ｘ“ＳＡ”に標準設定

◇エアロワイパーブレード
ガラス面に対し、均一な設置圧力がかかることでクリアな視界を確保。高速走行時にも浮き上がり
にくく、空力性能向上にも貢献
◇ワンタッチターンシグナル機能付方向指示スイッチ
従来のメカ式から電子式へ変更することで、操作性を向上。スイッチに軽く触れるだけでターンラ
ンプが３回点滅
◇ボイスコントロールナビゲーションシステム※12
スマートフォン感覚で扱える直感操作と、スマートフォンのアプリや音楽をナビ上で操作できる機
能に加え、シンプルな音声対話機能を搭載。スマートフォンアプリと接続することで、ナビに自然
な言葉で検索したい内容を話しかけるだけで検索結果やおすすめ情報を表示し、目的地に設定可能
※12 全車にメーカーオプション設定

◇スーパーＵＶ・ＩＲカットガラス(フロントドア)※13
紫外線（UV)だけでなく、熱さを感じる主因である赤外線（IR)をカットし、太陽光を半減。日焼け
だけでなく、車内温度上昇の防止にも効果を発揮
※13 ムーヴカスタム全車、ムーヴＸターボ、Ｘターボ“ＳＡ”、Ｘ、Ｘ“ＳＡ”に標準設定

◇スーパークリーンエアフィルター※14
微粒子を除去するクリーンエアフィルターで、花粉や PM２．５、黄砂などを除去
※14 ムーヴカスタム全車、ムーヴＸターボ、Ｘターボ“ＳＡ”、Ｘ、Ｘ“ＳＡ”に標準設定

◇寒い日のドライブをより快適にする「ウォームパック」※15
運転席シートヒーターやウィンドシールドディアイサー、リヤヒーターダクト等、寒い日のドライ
ブをより快適にする装備を設定
※15 全車にメーカーオプション設定
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＊販売概要＊
月間販売目標台数：＜ムーヴ＞１２,０００台（フロントシートリフト、ムーヴコンテを除く）

＊メーカー希望小売価格＊
【ムーヴ（消費税込み）】
グレード

エンジン

トランス
ミッション

アイドリング
ストップ

Ｌ

スマート
アシスト
-

Ｌ“ＳＡ”

○
ＮＡ車

Ｘ

-

☆ Ｘ“ＳＡ”

○

X ターボ

ＴＣ車

※16

X ターボ“ＳＡ”
カスタム
Ｘ
カスタム
Ｘ“ＳＡ”
カスタム
Ｘ“ハイパー”
カスタム Ｘ
“ハイパーＳＡ”
カスタム
ＲＳ
カスタム
ＲＳ“ＳＡ”
カスタム
ＲＳ“ハイパー”
☆ カスタム
ＲＳ“ハイパーＳＡ”

○
ＣＶＴ

○
○

ＮＡ車
○
○
ＴＣ車

※16：turbo charger engine（ターボエンジン）

○

駆動

価格（円）

減税
レベル

２ＷＤ
４ＷＤ
２ＷＤ
４ＷＤ
２ＷＤ
４ＷＤ
２ＷＤ
４ＷＤ
２ＷＤ
４ＷＤ
２ＷＤ
４ＷＤ
２ＷＤ
４ＷＤ
２ＷＤ
４ＷＤ
２ＷＤ
４ＷＤ
２ＷＤ
４ＷＤ
２ＷＤ
４ＷＤ
２ＷＤ
４ＷＤ
２ＷＤ
４ＷＤ
２ＷＤ
４ＷＤ

1,134,000
1,258,200
1,198,800
1,323,000
1,252,800
1,377,000
1,306,800
1,431,000
1,317,600
1,441,800
1,371,600
1,495,800
1,404,000
1,528,200
1,458,000
1,582,200
1,479,600
1,603,800
1,533,600
1,657,800
1,539,000
1,663,200
1,593,000
1,717,200
1,614,600
1,738,800
1,668,600
1,792,800

免税

☆：写真掲載

◎価格にリサイクル料金含まず

お客様からのお問合せについては、最寄りのダイハツ販売会社または、ダイハツ工業（株）
お客様相談室（Tel 0800-500-0182）にお願いいたします。
以

上

