
トヨタ：車名（略型式）
86（ZN6）
bB（C2）
C-HR（X10・50）
C-HR HV（X10）
FJ クルーザー（J15）
RAV4（AA52・54）（A3）
RAV4 HV（AH52・54）
SAI（K10）
アイシス（M1）
アクア（P1）
アベンシス ワゴン（T27）
アリオン（T26）
アルファード（H3）（H2）
アルファード HV（H3）（H2）
ヴァンガード（A3）
ウィッシュ（E2）
ヴィッツ（P13）（P9）
ヴィッツ HV（P13）
ヴェルファイア（H3）（H2）
ヴェルファイア HV（H3）（H2）
ヴォクシー（R8）（R7）
ヴォクシー HV（R8）
エスクァイア（R8）
エスクァイア HV（R8）
エスティマ（R5）
エスティマ HV（R2）
オーリス HV（E18）
カムリ（VH70）
カローラ（E21）
カローラ HV（E21）
カローラ アクシオ

（E16）（E14）
カローラ アクシオ HV（E16）
カローラ スポーツ（E21）
カローラ スポーツ HV（E21）
カローラ ツーリング（E21）
カローラ ツーリング HV

（E21）
カローラ フィールダー

（E16）（E14）
カローラ フィールダー HV

（E16）
クラウン（S22）（S21）（S20）
クラウン HV

（SH2,S22）（S21）（S20）
クラウン マジェスタ（S20）
クラウン マジェスタ HV（S21）
コペン（LA400）
サクシード（P16）（P5）
サクシード HV（P16）
シエンタ（P17）（P8）
シエンタ HV（P17）
スープラ（DB22・42・82）
スペイド（P14）
タウンエース（S402・412）
タンク（M900・910）
ノア（R8）（R7）
ノア HV（R80）
ハイエース（H2）
ハイラックス（N125）
ハイラックスサーフ（N21）
パッソ

（M700・710）（C3）（C1）
ハリアー（U6）
ハリアー HV（U6）
ピクシス エポック

（LA350・360）（LA300・310）
ピクシス スペース（L575・585）
ピクシス ジョイ（LA250・260）
ピクシス トラック

（S500・510）（S201・211）
ピクシス バン（S321・331）
ピクシス メガ（LA700・710）
プリウス（W5）（W3）（W2）
プリウスα（W4）
プリウス PHV（W5）（W3）
プレミオ（T26）
プロボックス（P16）（P5）

プロボックス HV（P16）
ベルタ（P9）
ポルテ（P14）
マークＸ（X13）（X12）
ミライ（JPD10）
ライトエース（S402・412）
ラクティス（P12）（P10）
ラッシュ（J200・210）
ランドクルーザー 200（J20）
ランドクルーザー プラド

（J15）（J12）
ルーミー（M900・910）
レジアスエース（H2）
レクサス CT HV（A10）
レクサス ES HV（H1）
レクサス GS（L1）（S19）
レクサス GS HV（L10）（S19）
レクサス HS HV（F1）
レクサス IS（E3）（E2）
レクサス IS C（E2）
レクサス IS F（E2）
レクサス IS HV（E3）
レクサス LS（FA5）（F4）
レクサス LS HV（F5）（F4）
レクサス LX（J201）
レクサス NX（Z1）
レクサス NX HV（Z1）
レクサス RC（C1）
レクサス RC HV（C1）
レクサス RX（L2）（L1）
レクサス RX HV（L2）（L1）
レクサス UX（AA1）
レクサス UX HV（AH1）
日　産：車名（略型式）

AD／AD エキスパート（VY12）
AD（VY11）
DAYZ（B43 ～ 48）
DAYZ（B21）
DAYZ ROOX（B21）
e–NV200 バネット（ME0）
NT100 クリッパー

（DR16）（U71・72）
NV100 クリッパー

（DR17）（DR64）（U71・72）
NV100 クリッパー リオ

（DR17）（DR64）
NV150 AD（VY12）
NV200 バネット（M20）
NV350 キャラバン（E26）
ROOX ルークス（ML21）
ウイングロード

（WY12）（WY11）
エクストレイル（T32）
エクストレイル HV（HT32）
エルグランド（E52）
オッティ（H92W）（H91W）
キャラバン（E25）
キューブ（Z12）（Z11）
キューブ 3（GZ11）
クリッパー（U71・72）
クリッパー リオ（U71・72）
シーマ HV（HGY51）
ジューク（F15）
シルフィ（B17）
スカイライン（V37）（V36）
スカイライン クーペ（CV36）
スカイライン HV（V37）
セレナ（C27）（C26）
ティアナ（L33）
ティーダ（C11）
ティーダ ラティオ（SC11）
デュアリス（J10）
ノート（E12）（E11）
バネット（SK）
ピノ（HC24S）
フーガ（Y51）
フーガ HV（HY51）
フェアレディ Z（Z34）

ブルーバード シルフィ
（G11）（G10）

マーチ（K13）（K12）
マイクラ C+C（K12）
モコ（MG33）（MG22）
ラティオ（N17）
ラフェスタ ハイウェイスター

（CW）
リーフ（ZE1）（ZE0）
ホンダ：車名（略型式）

CR-V（RW1・2）
CR-V HV（RT5・6）
CR-Z（ZF1・2）
N-BOX（JF3・4）（JF1・2）
N-BOX ＋（プラス）（JF1・2）
N-BOX スラッシュ（JF1・2）
N-ONE（JG1・2）
N-VAN（JJ1・2）
N-WGN（JH3・4）（JH1・2）
S660（JW5）
アクティ トラック

（HA8・9）（HA6・7）
アクティ バン（HH5・6）
アコード HV（CR6・7）
インサイト（ZE4）（ZE2・3）
ヴェゼル（RU1・2）
ヴェゼル HV（RU3・4）
オデッセイ（RC1・2）

（RB3・4）（RB1・2）
オデッセイ HV（RC4）
グレイス（GM6・9）
グレイス HV（GM4・5）
ジェイド（FR5）
ジェイド HV（FR4）
シビック（FC1,FK7）
シビック タイプ R（FK8）
シャトル（GK8・9）
シャトル HV（GP7・8）
ステップワゴン

（RP1 ～ 4）（RK1・2・5・6）
ステップワゴン HV（RP5）
ストリーム

（RN6 ～ 9）（RN1 ～ 5）
ゼスト／ゼスト スパーク

（JE1・2）
バモス（HM1・2）
バモス ホビオ（HJ1・2,HM3・4）
フィット（GK3 ～ 6）

（GE6 ～ 9）（GD1 ～ 4）
フィット アリア（GD6 ～ 9）
フィット シャトル（GG7・8）
フィット シャトル HV（GP2）
フィット HV（GP5・6）（GP1・4）
フリード／フリード＋（GB5・6）
フリード／フリード スパイク

（GB3・4）
フリード HV（GB7・8）（GP3）
フリード スパイク HV（GP3）
ライフ（JC1・2）
三　菱：車名（略型式）

eK クロス（B34・35・37・38）
eK スペース（B11）
eK ワゴン（B33・36）
eK ワゴン・カスタム（B11）
eK ワゴン・スポーツ（H82）
eK ワゴン・スポーツ・
クラッシィ・アクティブ（H81）
アウトランダー（GF7・8）
アウトランダー PHEV（GG2・3）
エクリプスクロス（GK1）
コルト（Z21 ～ 28・27）
コルト＋（Z21 ～ 24・27）
タウンボックス（DS17）

（DS64）（U61 ～ 64）
ディグニティ（HGY51）
デリカ D：2（MB36）（MB15）
デリカ D：2 HV（MB46）
デリカ D：3（M20）

デリカ D：5（CV1・2・4・5）
デリカ バン（VM20）
デリカ（SK）
トッポ（H82）
プラウディア（Y51）
ミニキャブ（DS16）（DS17）

（DS64）（U61・62）
ミラージュ（A03・05）
ランサー カーゴ（VY12）
マツダ：車名（略型式）

AZ オフロード（JM23）
AZ ワゴン（MJ23）（MJ21・22）
CX-3（DK）
CX-30（DM）
CX-5（KF）（KE）
CX-8（KG）
MAZDA ３（BP）
MPV（LY）
RX-8（SE3P）
アクセラ（BM）
アクセラ HV（BY）
アテンザ（GJ）（GH）
キャロル

（HB36）（HB25）（HB24）
キャロル エコ（HB35）
スクラム トラック

（DG16）（DG63）
スクラム バン

（DG17）（DG64）
スピアーノ（HF21）
デミオ（DJ）（DE）（DY）
ビアンテ（CC）
ファミリア バン

（P16）（VY12）（VY11）
ファミリア ワゴン（WY11）
フレア（MJ55）（MJ34・44）
フレア クロスオーバー

（MS31・41）
フレア ワゴン（MM53）

（MM32・42）（MM21）
プレマシー（CW）
ベリーサ（DC）
ボンゴ（SK,SL）
ボンゴ ブローニィ（SK,SL）
ボンゴ ブローニィ バン（H2）
ラピュタ（HP11・12・21・22）
ロードスター（ND）
スバル：車名（略型式）

BRZ（ZC6）
DEX デックス（M401・411）
XV（GT）（GP）
XV HV（GT）（GP）
WRX STi ／ WRX S4（VA）
インプレッサ スポーツ

（GT）（GP）
インプレッサ スポーツ HV

（GP）
インプレッサ G4（GK）（GJ）
サンバー トラック

（S500・510）（S201・211）
サンバー バン（S321・331）
サンバー（TT,TV）
シフォン（LA650・660）

（LA600・610）
ジャスティ（M900・910）
ステラ（LA150・160）

（LA100・110）
ディアス ワゴン

（S321・331）（TW）
トレジア（P12）
フォレスター（SK）（SJ）
プレオ（L275・285）
プレオ＋（LA350・360）

（LA300・310）
ルクラ（L455・465）
レヴォーグ（VM）
レガシィ アウトバック（BS）
レガシィ B4（BN）

スズキ：車名（略型式）
Kei（HN11・12・21・22）
MR ワゴン（MF33）（MF22）
SX4 S-CROSS（YA22,YB22）
XBEE クロスビー（MN71）
アルト（HA36）（HA25）（HA24）
アルト エコ（HA35）
アルト ラパン（HE21）
イグニス（FF21）
エスクード

（YD21,YE21,YEA1）
エブリイ（DA17）（DA64）
キャリイ（DA16）（DA63）
ジムニー（JB64）（JB23）
ジムニー シエラ

（JB74）（JB43）
スイフト
（ZC13・53・83,ZD53・83）

（ZC72,ZD72）
（ZC11・21・71,ZD11・21）

スイフト スポーツ
（ZC33）（ZC32）（ZC31）

スイフト HV（ZC43）
スプラッシュ（XB32）
スペーシア

（MK53）（MK32・42）
セルボ（HG21）
ソリオ（MA26・36）

（MA15）（MA34）
ソリオ HV（MA46）
ハスラー（MR31・41）
バレーノ（WB32・42）
パレット（MK21）
ラパン（HE33）（HE22）
ランディ（SC27）（SC26）
ワゴン R

（MH35・55）（MH34・44）
（MH23）（MH21・22）

ダイハツ：車名（略型式）
COO（M40#・411）
アトレー

（S32#・33#）（S220・230）
アルティス（VH70）
ウェイク（LA700・710）
エッセ（L235・245）
キャスト（LA250・260）
コペン（LA400）
ソニカ（L405・415）
タント
（LA650・660）（LA600・610）
（L375・385）（L350・360）

タント エグゼ（L455・465）
トール（M900・910）
ハイゼット バン

（S32#・33#）（S200・210）
ハイゼット トラック

（S500・510）（S20#・21#）
ハイゼット キャディ

（LA700・710）
ビーゴ（J200・210）
ブーン（M700・710）

（M60#・610）（M30・31）
ミラ（L275・285）（L250・260）
ミラ イース（LA350・360）

（LA300・310）
ミラ ココア（L675・685）
ミラ ジーノ（L650・660）
ミラ トコット（LA550・560）
ムーヴ（LA150・160）
（LA100・110）（L175・185）
ムーヴ キャンバス

（LA800・810）
ムーヴ コンテ（L575・585）
ムーヴ ラテ（L550・560）
メビウス（W4）
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トヨタ：車名（略型式）
86（ZN6）
bB（C2）
C-HR（X10・50）
C-HR HV（X10）
FJ クルーザー（J15）
RAV4（AA52・54）（A3）
RAV4 HV（AH52・54）
SAI（K10）
アイシス（M1）
アクア（P1）
アベンシス ワゴン（T27）
アリオン（T26）
アルファード（H3）（H2）
アルファード HV（H3）（H2）
ヴァンガード（A3）
ウィッシュ（E2）
ヴィッツ（P13）（P9）
ヴィッツ HV（P13）
ヴェルファイア（H3）（H2）
ヴェルファイア HV（H3）（H2）
ヴォクシー（R8）（R7）
ヴォクシー HV（R8）
エスクァイア（R8）
エスクァイア HV（R8）
エスティマ（R5）
エスティマ HV（R2）
オーリス HV（E18）
カムリ（VH70）
カローラ（E21）
カローラ HV（E21）
カローラ アクシオ

（E16）（E14）
カローラ アクシオ HV（E16）
カローラ スポーツ（E21）
カローラ スポーツ HV（E21）
カローラ ツーリング（E21）
カローラ ツーリング HV

（E21）
カローラ フィールダー

（E16）（E14）
カローラ フィールダー HV

（E16）
クラウン（S22）（S21）（S20）
クラウン HV

（SH2,S22）（S21）（S20）
クラウン マジェスタ（S20）
クラウン マジェスタ HV（S21）
コペン（LA400）
サクシード（P16）（P5）
サクシード HV（P16）
シエンタ（P17）（P8）
シエンタ HV（P17）
スープラ（DB22・42・82）
スペイド（P14）
タウンエース（S402・412）
タンク（M900・910）
ノア（R8）（R7）
ノア HV（R80）
ハイエース（H2）
ハイラックス（N125）
ハイラックスサーフ（N21）
パッソ

（M700・710）（C3）（C1）
ハリアー（U6）
ハリアー HV（U6）
ピクシス エポック

（LA350・360）（LA300・310）
ピクシス スペース（L575・585）
ピクシス ジョイ（LA250・260）
ピクシス トラック

（S500・510）（S201・211）
ピクシス バン（S321・331）
ピクシス メガ（LA700・710）
プリウス（W5）（W3）（W2）
プリウスα（W4）
プリウス PHV（W5）（W3）
プレミオ（T26）
プロボックス（P16）（P5）

プロボックス HV（P16）
ベルタ（P9）
ポルテ（P14）
マークＸ（X13）（X12）
ミライ（JPD10）
ライトエース（S402・412）
ラクティス（P12）（P10）
ラッシュ（J200・210）
ランドクルーザー 200（J20）
ランドクルーザー プラド

（J15）（J12）
ルーミー（M900・910）
レジアスエース（H2）
レクサス CT HV（A10）
レクサス ES HV（H1）
レクサス GS（L1）（S19）
レクサス GS HV（L10）（S19）
レクサス HS HV（F1）
レクサス IS（E3）（E2）
レクサス IS C（E2）
レクサス IS F（E2）
レクサス IS HV（E3）
レクサス LS（FA5）（F4）
レクサス LS HV（F5）（F4）
レクサス LX（J201）
レクサス NX（Z1）
レクサス NX HV（Z1）
レクサス RC（C1）
レクサス RC HV（C1）
レクサス RX（L2）（L1）
レクサス RX HV（L2）（L1）
レクサス UX（AA1）
レクサス UX HV（AH1）
日　産：車名（略型式）

AD／AD エキスパート（VY12）
AD（VY11）
DAYZ（B43 ～ 48）
DAYZ（B21）
DAYZ ROOX（B21）
e–NV200 バネット（ME0）
NT100 クリッパー

（DR16）（U71・72）
NV100 クリッパー

（DR17）（DR64）（U71・72）
NV100 クリッパー リオ

（DR17）（DR64）
NV150 AD（VY12）
NV200 バネット（M20）
NV350 キャラバン（E26）
ROOX ルークス（ML21）
ウイングロード

（WY12）（WY11）
エクストレイル（T32）
エクストレイル HV（HT32）
エルグランド（E52）
オッティ（H92W）（H91W）
キャラバン（E25）
キューブ（Z12）（Z11）
キューブ 3（GZ11）
クリッパー（U71・72）
クリッパー リオ（U71・72）
シーマ HV（HGY51）
ジューク（F15）
シルフィ（B17）
スカイライン（V37）（V36）
スカイライン クーペ（CV36）
スカイライン HV（V37）
セレナ（C27）（C26）
ティアナ（L33）
ティーダ（C11）
ティーダ ラティオ（SC11）
デュアリス（J10）
ノート（E12）（E11）
バネット（SK）
ピノ（HC24S）
フーガ（Y51）
フーガ HV（HY51）
フェアレディ Z（Z34）

ブルーバード シルフィ
（G11）（G10）

マーチ（K13）（K12）
マイクラ C+C（K12）
モコ（MG33）（MG22）
ラティオ（N17）
ラフェスタ ハイウェイスター

（CW）
リーフ（ZE1）（ZE0）
ホンダ：車名（略型式）

CR-V（RW1・2）
CR-V HV（RT5・6）
CR-Z（ZF1・2）
N-BOX（JF3・4）（JF1・2）
N-BOX ＋（プラス）（JF1・2）
N-BOX スラッシュ（JF1・2）
N-ONE（JG1・2）
N-VAN（JJ1・2）
N-WGN（JH3・4）（JH1・2）
S660（JW5）
アクティ トラック

（HA8・9）（HA6・7）
アクティ バン（HH5・6）
アコード HV（CR6・7）
インサイト（ZE4）（ZE2・3）
ヴェゼル（RU1・2）
ヴェゼル HV（RU3・4）
オデッセイ（RC1・2）

（RB3・4）（RB1・2）
オデッセイ HV（RC4）
グレイス（GM6・9）
グレイス HV（GM4・5）
ジェイド（FR5）
ジェイド HV（FR4）
シビック（FC1,FK7）
シビック タイプ R（FK8）
シャトル（GK8・9）
シャトル HV（GP7・8）
ステップワゴン

（RP1 ～ 4）（RK1・2・5・6）
ステップワゴン HV（RP5）
ストリーム

（RN6 ～ 9）（RN1 ～ 5）
ゼスト／ゼスト スパーク

（JE1・2）
バモス（HM1・2）
バモス ホビオ（HJ1・2,HM3・4）
フィット（GK3 ～ 6）

（GE6 ～ 9）（GD1 ～ 4）
フィット アリア（GD6 ～ 9）
フィット シャトル（GG7・8）
フィット シャトル HV（GP2）
フィット HV（GP5・6）（GP1・4）
フリード／フリード＋（GB5・6）
フリード／フリード スパイク

（GB3・4）
フリード HV（GB7・8）（GP3）
フリード スパイク HV（GP3）
ライフ（JC1・2）
三　菱：車名（略型式）

eK クロス（B34・35・37・38）
eK スペース（B11）
eK ワゴン（B33・36）
eK ワゴン・カスタム（B11）
eK ワゴン・スポーツ（H82）
eK ワゴン・スポーツ・
クラッシィ・アクティブ（H81）
アウトランダー（GF7・8）
アウトランダー PHEV（GG2・3）
エクリプスクロス（GK1）
コルト（Z21 ～ 28・27）
コルト＋（Z21 ～ 24・27）
タウンボックス（DS17）

（DS64）（U61 ～ 64）
ディグニティ（HGY51）
デリカ D：2（MB36）（MB15）
デリカ D：2 HV（MB46）
デリカ D：3（M20）

デリカ D：5（CV1・2・4・5）
デリカ バン（VM20）
デリカ（SK）
トッポ（H82）
プラウディア（Y51）
ミニキャブ（DS16）（DS17）

（DS64）（U61・62）
ミラージュ（A03・05）
ランサー カーゴ（VY12）
マツダ：車名（略型式）

AZ オフロード（JM23）
AZ ワゴン（MJ23）（MJ21・22）
CX-3（DK）
CX-30（DM）
CX-5（KF）（KE）
CX-8（KG）
MAZDA ３（BP）
MPV（LY）
RX-8（SE3P）
アクセラ（BM）
アクセラ HV（BY）
アテンザ（GJ）（GH）
キャロル

（HB36）（HB25）（HB24）
キャロル エコ（HB35）
スクラム トラック

（DG16）（DG63）
スクラム バン

（DG17）（DG64）
スピアーノ（HF21）
デミオ（DJ）（DE）（DY）
ビアンテ（CC）
ファミリア バン

（P16）（VY12）（VY11）
ファミリア ワゴン（WY11）
フレア（MJ55）（MJ34・44）
フレア クロスオーバー

（MS31・41）
フレア ワゴン（MM53）

（MM32・42）（MM21）
プレマシー（CW）
ベリーサ（DC）
ボンゴ（SK,SL）
ボンゴ ブローニィ（SK,SL）
ボンゴ ブローニィ バン（H2）
ラピュタ（HP11・12・21・22）
ロードスター（ND）
スバル：車名（略型式）

BRZ（ZC6）
DEX デックス（M401・411）
XV（GT）（GP）
XV HV（GT）（GP）
WRX STi ／ WRX S4（VA）
インプレッサ スポーツ

（GT）（GP）
インプレッサ スポーツ HV

（GP）
インプレッサ G4（GK）（GJ）
サンバー トラック

（S500・510）（S201・211）
サンバー バン（S321・331）
サンバー（TT,TV）
シフォン（LA650・660）

（LA600・610）
ジャスティ（M900・910）
ステラ（LA150・160）

（LA100・110）
ディアス ワゴン

（S321・331）（TW）
トレジア（P12）
フォレスター（SK）（SJ）
プレオ（L275・285）
プレオ＋（LA350・360）

（LA300・310）
ルクラ（L455・465）
レヴォーグ（VM）
レガシィ アウトバック（BS）
レガシィ B4（BN）

スズキ：車名（略型式）
Kei（HN11・12・21・22）
MR ワゴン（MF33）（MF22）
SX4 S-CROSS（YA22,YB22）
XBEE クロスビー（MN71）
アルト（HA36）（HA25）（HA24）
アルト エコ（HA35）
アルト ラパン（HE21）
イグニス（FF21）
エスクード

（YD21,YE21,YEA1）
エブリイ（DA17）（DA64）
キャリイ（DA16）（DA63）
ジムニー（JB64）（JB23）
ジムニー シエラ

（JB74）（JB43）
スイフト
（ZC13・53・83,ZD53・83）

（ZC72,ZD72）
（ZC11・21・71,ZD11・21）

スイフト スポーツ
（ZC33）（ZC32）（ZC31）

スイフト HV（ZC43）
スプラッシュ（XB32）
スペーシア

（MK53）（MK32・42）
セルボ（HG21）
ソリオ（MA26・36）

（MA15）（MA34）
ソリオ HV（MA46）
ハスラー（MR31・41）
バレーノ（WB32・42）
パレット（MK21）
ラパン（HE33）（HE22）
ランディ（SC27）（SC26）
ワゴン R

（MH35・55）（MH34・44）
（MH23）（MH21・22）

ダイハツ：車名（略型式）
COO（M40#・411）
アトレー

（S32#・33#）（S220・230）
アルティス（VH70）
ウェイク（LA700・710）
エッセ（L235・245）
キャスト（LA250・260）
コペン（LA400）
ソニカ（L405・415）
タント
（LA650・660）（LA600・610）
（L375・385）（L350・360）

タント エグゼ（L455・465）
トール（M900・910）
ハイゼット バン

（S32#・33#）（S200・210）
ハイゼット トラック

（S500・510）（S20#・21#）
ハイゼット キャディ

（LA700・710）
ビーゴ（J200・210）
ブーン（M700・710）

（M60#・610）（M30・31）
ミラ（L275・285）（L250・260）
ミラ イース（LA350・360）

（LA300・310）
ミラ ココア（L675・685）
ミラ ジーノ（L650・660）
ミラ トコット（LA550・560）
ムーヴ（LA150・160）
（LA100・110）（L175・185）
ムーヴ キャンバス

（LA800・810）
ムーヴ コンテ（L575・585）
ムーヴ ラテ（L550・560）
メビウス（W4）
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