
ヒューズ ボックス ヒューズ負荷一覧

ヒュー
ズNo. 

ヒュー
ズ容量
（A） 

コード
色 

接続先 

1 15A 黄 シリンダ フロント側イグニッション コイル 
2 10A 緑 SRSユニット 
3 7.5A 黄 ABSモジュレータ アッセンブリ、EPSコントロール ユニット 
4 15A 青 パワー ウインド リレー、パワー ウインド コントロール ユニット、パワー ウイ

ンド マスタ スイッチ照明、リヤ ワイパ モータ、リヤ ウォッシャ モータ 
5 20A 桃 フロント ワイパ モータ、フロント ウォッシャ モータ 
6 7.5A 橙 バックアップ ライト、リバース リレー 
7 15A 白 PGM-FI ECU、フューエル ポンプ、スマートECU 

8 7.5A 空 A.C.ジェネレータ、パージ コントロールSOL.V.、セカンダリO 2 センサ、ウエス
ト ゲート コントロールSOL.V.、P2リリーフ バルブ コントロールSOL.V. 

9 7.5A ――― 統合ユニット 
黄 ELDユニット、ターン シグナル駆動回路、キーレス レシーバ ユニット、コンビ

ネーション メータ、シフト ロック ソレノイド 
10 20A 緑 ブロア モータ 
11 7.5A 緑 ミラー ヒータ 
12 15A ――― PGM-FIメイン リレー1、PGM-FIメイン リレー2、LAFセンサ リレー 

白 PGM-FI ECU、TDCセンサ、クランク センサ、シリンダ フューエル インジェク
タ 

13 ――― ――― 未使用 
14 15A 橙 シリンダ リヤ側イグニッション コイル 
15 7.5A 橙 SRSユニット 
16 7.5A 若葉 パワー ミラー アクチュエータ、格納ミラー アクチュエータ 
17 15A 空 リヤ デフロスタ、ミラー ヒータ リレー 
18 7.5A ――― オプション用カプラ 

橙 オートA/Cコントロール ユニット、ラジエータ ファン リレー、A/Cコンプレッサ 
クラッチ リレー、A/Cスイッチ 

19 20A 空 アシスタント パワー ウインド モータ 
20 20A 赤 L.リヤ パワー ウインド モータ 
21 20A 黄 R.リヤ パワー ウインド モータ 
22 20A ――― 統合ユニット 
23 20A 茶 ドライバ パワー ウインド モータ 
24 10A 空 オーディオ ユニット 
25 20A 緑 LAFセンサ 
26 7.5A 茶 フロント ポジション ライト、テールライト、ライセンス プレート ライト、ス

イッチ照明、コンビネーション メータ照明、オートA/Cコントロール ユニット照
明、ヒータ コントロール照明 

―― オプション用カプラ 
27 15A 白 アクセサリ ソケット 
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28 7.5A ――― オプション用カプラ 
白/緑 キー インタロック ソレノイド（Hondaスマート カード キー システム非装備

車） 
若葉 キー インタロック ソレノイド（Hondaスマート カード キー システム装備

車）、オーディオ ユニット、キー インタロック回路、スマートECU 

インストルメント ワイヤ ハーネスへ

インストルメント
ワイヤ ハーネス(SRS)へ

インストルメント
ワイヤ ハーネスへ

統合ユニットへ

インストルメント
ワイヤ ハーネスへ

エンジン ルーム ワイヤ ハーネスへ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28

13*

イグニッション スイッチへ イグニッション キー スイッチ
(Hondaスマート カード キー非装備車)へ

エンジン ルーム ワイヤ ハーネスへ

エンジン ルーム ワイヤ ハーネスへ

インテリア ワイヤ ハーネスへ

インストルメント ワイヤ ハーネス
(MESカプラ)へ
ドライバ ドア ワイヤ ハーネスへ

LAFセンサ リレー
PGM-FIメイン リレー2

PGM-FIメイン リレー1

リバース リレー

フロア ワイヤ ハーネスへ

オプション用カプラ

フロア ワイヤ ハーネスへ

未使用

フロア ワイヤ ハーネスへ

スタータ カット リレー

ブロア モータ リレー

パワー ウインド リレー

*:未使用
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