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FLOOR KIT SYSTEM
for HIACE / CARAVAN

総合カタログ



ハイエース／キャラバンの為の床貼りキットシステム

ENFORCEMENT EXAMPLE

FLOOR KIT SYSTEM
for HIACE / CARAVAN
誰もが手軽にDIYが楽しめる「本格床貼り」が業界で初めてキット化！

手軽に貼り替える事が可能で、仕上がりの良い巾木工法を採用したりと、

今までに無い全く新しいアイデア商品です！

LINESの「床貼りキット」は簡単DIYなのに、誰でも上手に奇麗に仕上げることができます。

ハードに使える素材を使用

最上質グレード、
PROシリーズをご用意

床シートは全て重歩行用シートで、とにかく丈夫

手間いらずでキレイな仕上がりに
隙間にシール打ち不要のLINESオリジナル巾木工法

いつでも貼り替え可能
床シートはのり付け無しで、貼り替えも自由取り外しも可能なので

純正カーペットに戻すことも可能

取り付けが簡単
カット済みで設置が簡単。本格的な床貼りがおよそ90分程度で完成

設置方法も動画で簡単確認

全面フラット
セカンドシートの足元からリアまで全面フラット

純正カーペットと入れ替えで全面床貼りに

美しさと防滑性を高めたプロのためのグレード

リアエンドにはプロテクターを標準装備

PRODUCT FEATURES

※全ての床シートの色味は現物と写真では多少異なります。

※メーカー都合による長期欠品、カラー変更、廃盤により本カタログ記載の商品と異なる場合が
ございます。最新情報は WEB でご確認ください。



プロテクターを標準装備

すぐれた滑り止め効果

LINES はプロの現場で培ったノウハウを活かし、「床貼りキット」を開発しました。

そして常にユーザーの声に耳を傾け、日々新たな素材を模索しております。

特に、実際のプロの現場で使用される環境は様々です。

その中でも「滑らないシートが欲しい」という要望を大変多く頂いております。

そういった中で、見た目の美しさは損なわず、防滑性のある素材を使った

「プロ」のための床貼りを開発いたしました。

お仕事の「プロ」の方々はもちろん、バイクやサーフボードなど遊びの「プロ」の方々にも

必ず満足していただける商品、それが LINES PRO SIRIES「床貼りキット Pro」です。

CONCEPT

SPECIAL MERIT

01

02

03

04

エンボス加工によるすぐれた滑り止め効果。
安全性と美しさを追求したシートを採用。

衝撃をやわらげる弾力性。

激しい動きに耐える為、
下地板全面に張り替え可能な特殊接着剤を使用。

リアエンド部分にシートのめくれや
たるみを解消するプロテクターを標準装備。

コンセプト

床貼りキットPro特長

Pro シリーズ基本キット 床板（Pro 仕様） ＋ 選択したシート リアゲートプロテクター＋

最 上質という選択 。

床貼りキットP r o 登 場。

サイドステップシート 腹巻セット

LINE UP

OPTION

床貼りキット Pro ／カラーバリエーション

ダイアモンド RAIN

サイドステップシート

FLOOR KIT SYSTEM
for HIACE / CARAVAN

ラインナップ

オプション　　

SUPER GL／SUPER GL（ワイドボディ）
DX（5ドア6人乗り／5ドア3人乗り／4ドア6人乗り）
DXスーパーロングボディ6人乗り
ワゴンGL／スーパーロング・グランドキャビン

プレミアムGX／DX（5ドア6人乗り・4ドア6人乗り）
ワイドスーパーロング

搭載可能車種／グレード

ブラック DM-135 シルバー DM-161 ガンメタ DM-164 ブラック＆シルバー
GT-410R

選択したシートと同柄同色の ステップ用シート左右一式（両面テープ取り付け）。 
※DXグレードや一部の車種には対応しておりません。

腹巻セット
リアシートロックの余計な穴を同色のシートでかぶせて隠せる為のカバーです。

Proシリーズ用 貼り替え用床シート
Proシリーズにも貼り替え用床シートをご用意しています。ハードな環境でご使用になられても、いつでも交換可能です。

ハイエース 200 系 キャラバン NV350

※全ての床シートの色味は現物と写真では多少異なります。
※メーカー都合による長期欠品、カラー変更、廃盤により本カタログ記載の商品と異なる場合がございます。最新情報は WEB でご確認ください。

ハイエース 200 系 キャラバン NV350



001
パイン FS2005

002
パイン古木 FS2007

003
オーク（ダークブラウン）FS2009

004
オーク（ナチュラル）FS2019

005
オーク（ミディアム）FS2020

007
クオーツブロック FS2058

008
スレートブロック FS2060

009
白大理石調 FS2069

010
グラニットブラック FS2082

006
黒木目調 MF1031

011
ホワイトペイントウッド FS2001

012
コンクリートブラック FS2056

13 COLORS

全グレードの中でも表面の強度があり、下地板同士のつなぎ目が目立ちにくく、

仕上がりがいいのも特徴のひとつです。   

FLOOR KIT SYSTEM
for HIACE / CARAVAN

CASUAL 【床貼りキット／カジュアルタイプ】

※全ての床シートの色味は現物と写真では多少異なります。

※メーカー都合による長期欠品、カラー変更、廃盤により本カタログ記載の商品と異なる場合がございます。最新情報はWEBでご確認ください。

※カジュアルタイプの場合、お選びいただいたカラーにより金額が変わるものもありますので、詳しくはWEB（http://www.lines-webshop.net）でご確認ください。

【搭載可能車種／グレード】

カジュアルタイプ基本キット 床板 ＋ 選択したシート

ハイエース 200 系 キャラバン NV350

SUPER GL／SUPER GL（ワイドボディ）
DX（5ドア6人乗り／5ドア3人乗り／4ドア6人乗り）
DXスーパーロングボディ6人乗り
ワゴンGL／スーパーロング・グランドキャビン

プレミアムGX／DX（5ドア6人乗り・4ドア6人乗り）
ワイドスーパーロング

ハイエース 200 系 キャラバン NV350

001
アッシュブラウン 20FL18

002
アイスグレー 20FL32

003
カナリヤ 20FL39

004
タンジェリン 20FL40

005
ローズウッド 20FL43

006
スカイブルー 20FL44

6 COLORS

※光沢があるがゆえに下地板同士のつなぎ目が気になる場合がございますので、予めご了承下さい。

交換用ゴム巾木セット

車両持ち込みによる取付依頼

リアゲートプロテクター

■交換用ゴム巾木セット■リアゲートプロテクター

OPTION

飽きのこないプレーンカラー（表面にエンボス等の処理は無く光沢を感じます）

STANDARD【床貼りキット／スタンダードタイプ】

リアエンド部分にシートのめくれやたるみを解消するプロテクター

床貼りオプション

当社にて取付も承っております。
作業時間はハイエースのワゴン GL、グランドキャビンで 3 時間、その他で 90 分程度です。

※事前予約が必要になります。取付希望日・希望時間帯をお教えください。

※予め荷物が無い状態でお越しください。

※お選びいただきました色はご注文後変更できませんので予めご注意ください。

【搭載可能車種／グレード】

スタンダードタイプ基本キット 床板 ＋ 選択したシート

ハイエース 200 系 キャラバン NV350

SUPER GL／SUPER GL（ワイドボディ）
DX（5ドア6人乗り／5ドア3人乗り／4ドア6人乗り）
DXスーパーロングボディ6人乗り

プレミアムGX／DX（5ドア6人乗り・4ドア6人乗り）
ワイドスーパーロング

ハイエース 200 系 キャラバン NV350



床貼りキットは多くのニーズにお応えできるような製品として企画・開発されました。
現在、さまざまなシーンでハイエース・キャラバンユーザーの皆様に愛されております。

FLOOR KIT SYSTEM
for HIACE / CARAVAN

床貼りキットの施工事例・活用術

高級感のある Pro シリーズ
ブラックとシルバーのラインが入った織り柄のような
高級感のある美しい仕上がり。（Pro シリーズ／ RAIN）

オプションで好みにカスタマイズ
Proシリーズオプションのサイドステップ、腹巻きを装着し、
グレード感を演出。（Proシリーズ／ダイアモンドガンメタ）

プロならではのこだわり「巾木工法」
床とボディの隙間が無くなり、スッキリと仕上がりが良くなる

「巾木工法」を採用。（カジュアル／グラニットブラック）

下地板も加工済み
下地板も加工済みなので取り付け取り付けが簡単。

ナチュラルな色使いもラインナップに登場

　　　　
オプションのリアゲートプロテクターは、装着率７割くらいの
人気オプション。（Pro シリーズ／ダイアモンドガンメタ）

お掃除簡単、いつでも清潔
リアシートの下もフラットになるので、簡単に清掃でき
清潔さをキープ。（カジュアル／黒木目調）

ハードユーズにも耐える強度
日々の作業用什器の積み降ろしにも耐えるタフな床材。

（Pro シリーズ／ダイアモンドブラック）

趣味のシーンでも大活躍
バイクのトランポにも多くご利用いただいております。

（カジュアル／グラニットブラック）

ナチュラルな風合いが女性にも人気のタイプ。
（カジュアル／ホワイトペンウッド）

ステンレス製のリアゲートプロテクター

床貼りキットの完成写真・細部の仕上がり
■全体 ■先端部分

■リアロック部 ■リアエンド

■ボディの際
■タイダウンフック部
■リアコーナー部

■その他

※全ての床シートの色味は現物と写真では多少異なります。

※メーカー都合による長期欠品、カラー変更、廃盤により本カタログ記載の商品と異なる場合がございます。
最新情報は WEB でご確認ください。

●全面板貼りでありながら、全体の床は極力嵩上げをしないで、シャープ
でスタイリッシュにおさめました。

●接着面を稼ぐ為に下地板の裏には数種類のパーツが予め装着されており
ます。

●ミッションケース部の盛り上がりも、馴染みやすい素材が生かされてます。

一般的な「全面床貼り」もしくは「全面フラットな床張り」では、リア
シートを嵩上げする必要があり、数 cm 単位での嵩上げする場合が
多いです。その為、社外品のベットキット等で「リアシート（セカンド
シート）とツライチになる」とうたっている商品でも、中には段差が生
じてしまう場合がございます。

しかし、「床貼りキット」ではたった数mmなので、どこの商品を設置
しても全く違和感無く収まります。

●手頃な価格とする為に高価なパーツを使わずに純正同等の使い勝手と
いたしました。

●腹巻セット付きをご注文いただければ、使わない穴を隠す事ができ、
スッキリスタイリッシュにおさまります。（写真は腹巻セットが設置され
ている状態です。気軽に脱着でき、前の穴、後ろの穴、両方とも隠す
ようにと、お好みのポジションでセットできます。）

●床シートをのり付けしない事により、スペアタイヤの穴をあけずにスッ
キリしました。

●あえて「押さえ金具」を採用しない事により、引っかかりの無い掃き出
し構造になり、尚且つリアビューも床貼りなのにスッキリしました。

●緻密な計算により、床シートが内装のボディーの下に呑込みます。
●それだけでなく、巾木工法により隙間を隠し、仕上がりも奇麗です。
●最初、床シートはタイダウンフックの穴が開けられておりませんので、お

客様次第で隠すこともできてスッキリします。
●床シートが内装ボディの下に入らないリアコーナーの部分は、ジャスト

カットと巾木工法でクリアしました。



FACE CHANGE ARMREST-SとEXTENSION CONSOLE-Rの組み合わせで、

使いやすさ、デザイン性が向上します。 

組み合わせることでデザイン性が向上します

LINESからの新しいアプローチ

車内をいかに快適に出来るか。

簡単に設置できて車内のスペースも可能な限り確保できないか。

LINESは丁寧に考えました。

床貼りキットのLINESがご提案するニューライン

LINES EXTENSION SYSTEMの登場です。

1 2 3 4 5 6 7

5色が選択可能なアームレストが
ワイドボディにも対応。

スペーサー無し +18mm +28mm

ハイマウントスペーサーを使用すれば
アームレストの高さまで変更できます。

（＋18mm or ＋28mm）

アームレスト-S
ARMREST-S

アームレストクッションは前方に向かってボリュームUPし、ゆとりを確保。尚且つシフトチェンジの際は手首までサポート。新登場のワイドボディ用助手席側アームレストでワ
イドS-GL・ワゴンGL・グランドキャビン等でも、助手席側でアームレストが使用できるようになりました。

※全てのマットの色味は現物と写真では多少異なります。

※メーカー都合による長期欠品、カラー変更、廃盤により本カタログ記載の商品と異なる場合がございます。最新情報は WEB でご確認ください。

【仕　様】

【装着方法】

【搭載可能車種／グレード／寸法】

ハイエース200系※対応車種

約70mｍ～約90mm巾

約450mm奥　　行

約220mm（アームレストクッション装着時）高　　さ

ハイエース 200 系※

レッド

※写真はワイドボディ対応のブルーカラー

イエロー

ホワイト ブラック

LXSシリーズ

高さ調節もお好みで、3段階に調節可能

基本梱包パーツ：ベース・プレート付きマット・お選びいただいたアームレストクッションの左右セット
対応カラー：レッド・ブルー・イエロー・ホワイト・ブラック 

※ワイドボディ用助手席側アームレストのセットは上記に加え、前後スライド式・収納付、クッション上部までの高さはおよそ17cm、収納サイズ
W9.5cm/D25cm/H10.5cmのパーツが追加されます。（単品販売もございます） 

※デザイン性を重視し、前側の延長により使い方によってはサイドブレーキの操作がしにくいと感じる場合もございます。 

※納期はご注文後2～3日（ワイドボディ用助手席側アームレストはおよそ2週間）で発送致しますが、在庫が無い場合は1週間～1ヶ月程度かかる場合が
ございます。

※ワイドS-GL・ワゴンGL・グランドキャビン等にも装着は可能ですが、オプションの「ワ
イドボディ用助手席側アームレスト」が無い状態では助手席側ではアームレストとし
ての機能は果たせませんので予めご了承下さい。 



センターコンソールの新しい概念

収納力もアップ

機能性をデザインした新しい概念のセンターコンソール。ドリンクホルダーとタブレットス

タンドを一体化。一般的なセカンドテーブルの機能をもたせつつ、足のものスペースを犠牲

にしないコンパクトデザイン。

■ドリンクホルダー ×2
■収納（ティッシュなら 2 箱収納可能）
■本体下部はブックスタンド
■タブレットスタンドとして使用可能
■表面は手あかなどが付きにくいマット素材

本体上部取り付け部分 本体下部取り付け部分

取り付けはワンタッチ
ドライバーは必要ありません。
取り付けはワンタッチ、
引っ掛けるだけでしっかり固定します。
もちろん取り外しも簡単です。

純正のドリンクホルダーを活かしながら
500ml のペットボトル 2 本、ティッシュ 2 箱、雑誌も収納可能。

ハイエース 200 系 S-GL ナローボディ専用

約 320mm

約 350mm

約 490mm

※全てのコンソールの色味は現物と写真では多少異なります。

※メーカー都合による長期欠品、カラー変更、廃盤により本カタログ記載の商品と異なる場合がございます。最新情報は WEB でご確認ください。

ドリンクホルダー部分が
タブレットスタンドとしても使用可能

【装着方法】

【搭載可能車種／グレード／寸法】

対応車種

巾

奥　　行

高　　さ

ハイエース 200 系 S-GL ナローボディ専用

エクステンションコンソール-R

EXTENSION CONSOLE-R
LXSシリーズ

セパレートデッキが進化して登場

仕上がり抜群
気にせず使える、パンチカーペット仕上げ

パンチカーペットは数種のカラーパターンから選択可能
ボディ傷つき防止クッション設置済み

手間いらずで手軽に取付け
デッキは置くだけ、ポールも手で回してはめるだけの簡単設置

高さ＋30㎜調整可能

積載空間桁違い
デッキ下では奥行き1840mm×幅930mm×高さ210mmの空間があり

取り扱いが慎重な物や、大きな板状な物等を収納できます
強度も抜群、たっぷり積載可能

レイアウトは自由に
中央の板が取り外し可能

対面ベンチのような使い方も

業界最大の全長
リアシートをたたみ、オプションのセパレートテーブル使用すれば

有効奥行が業界最大の2450㎜

PRODUCT FEATURES

上記で紹介した以外も、優れた特長があります。

天高があるから車中泊も快適／使い勝手抜群のカーペット仕上げ／デッキ脚は鏡面ポール／オプションでマルチに使える分離型セパレートテーブル／
木材最強のアイアンウッドで、とにかく丈夫／純正のカーペットでも弊社床貼りキットでも使用可能／高さのオーダーメイドも承ります（別途有料）／
ボディ傷つき防止クッションを設置済み



カジュアルでお好みに、センターデッキとサイドデッキの色分けも可能

センターデッキ対応カーペット

センターデッキ用
カーペット

※ハイエース200系はS-GLナロー（標準）ボディ／S-GLワイドボディ、キャラバンNV350はプレミアムGXのみの対応となります。

※4型パワースライドドア装着車両には対応しておりませんので予めご注意ください。

仕上げは一切ないので、完全お仕事用や、自分のオリジナルの
仕上げにこだわりたい方にお勧めです。
オプションのセパレートテーブルも仕上げの無いものでお届け
いたします。

オプションのセパレートテーブル使用で
有効奥行が業界最大の2450㎜。

テーブルとベンチのように
使用することも可能です。

オプションのセパレートテーブルで
さらに使いやすく

鏡面ポール脚＋デッキのセット

ハイエース 200 系※ キャラバン NV350※

フルDIY仕上げ無し
FULL DIY

L-2（レッド） L-3（オレンジ）

サイドデッキ対応カーペット

L-29（ダークグレー） L-100（ブラック）

L-24（グリーン） L-40（ブルー） L-29（ダークグレー） L-100（ブラック）

サイドデッキ用
カーペット

※ハイエース200系はS-GLナロー（標準）ボディ／S-GLワイドボディ、キャラバンNV350はプレミアムGXのみの対応となります。

※4型パワースライドドア装着車両には対応しておりませんので予めご注意ください。

ハイエース 200 系※ キャラバン NV350※

カーペット仕上げ
CARPET TYPE

ご購入方法
・全ての商品はLINESのホームページよりご購入いただけます。
・詳しい価格については販売員もしくはWEBSHOPにてご確認下さい。
・WEBSHOPには取り付けの動画や写真、最新情報など多数ございます。

ぜひ本カタログと併せてご覧下さい。
※お電話、FAXでのご注文は承っておりません。ホームページよりお手続きお願い申し上げます。

お支払い・送料について
・銀行振込・代引き・カード決済がご利用できます。（一部の商品を除く）

※手数料はお客様のご負担にてお願いいたします。
・商品送料は無料です。（代引きの場合は別途代引き手数料がかかります。）

製品について
・本製品はすべて受注生産で作成しております。
・ご注文後（振込の場合はご入金確認後）７営業日（土日祝除く）程発送までのお時間をいただいております。
・また、受注生産品のためご注文後のキャンセル・変更・返品は致しかねます。

ご購入の前に
・ホームページ内にある「ご購入の前に」をよくお読みになってからお手続きをお願い申し上げます。

車両持ち込みによる取り付けについて
・当社にて取り付けも行っております。作業時間はおよそ90分程度です。（一部の車種を除く）
・取付費は15,000円（税別）～となります。詳しくはホームページにてご確認ください。
・事前予約が必要になります。取付希望日・時間帯を「お問い合わせ内容」の欄にご記入ください。
・予め荷物のない状態でお越しください。
・後付けオーディオの配線加工などはお客様の方で対応をお願い申し上げます。ケーブル長などが不足する場合は床下への配線ができ

ない場合がございます。床下に配線を回す場合には事前にケーブルの延長など準備をお願いいたします。また、配線の影響により床貼
りキット側の加工が必要と判断した場合は別途加工代が発生いたしますので、予めご了承ください。

・弊社以外にも取付の対応ができるショップ様も多数いらっしゃいますので、最寄りのショップ様にお問い合わせいただくか、弊社に直
接お問い合わせください。

http://www.lines-webshop.net

株式会社LINES　〒174-0063　東京都板橋区前野町1-33-5  info@lines-inc.net   http://www.lines-webshop.net

・デザイン、価格、仕様などは予告なく変更する場合がございます。最新情報はWEBでご確認ください。
・実際のカラーなどの色味は印刷の関係上、イメージと現物が異なる場合がございます。
・このカタログの内容は2016年5月現在のものです。
・業販でご注文の場合は、販売前に必ず対応カラー・価格などを事前にご確認の上、お問い合わせください。

本カタログについて

スマートフォンをお持ちの方は
二次元バーコードから簡単アクセス（※閲覧のみ）




