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本書について 
　本書は四輪以上の自動車の車台番号と原動機型式の打刻位置を、イラストに
より分かりやすく図解したものです。
　構成は国産車⇨輸入車の順となっています。それぞれ自動車製造メーカー別
に収録しています。
　収録は、乗用車、貨物車共に約 12 年分（平成 22 年１月～令和４年 10 月）です。
なお、輸入貨物車は収録していません。
　なお、エンジンのイラストについて、エンジンの前方を示すためにファンを
描いている場合があります。実車のファンの有無を示すものではありません。

一般的な車台番号の打刻位置 
　乗用車の車台番号について、その多くがエンジンルーム内のカウルパネル上
部に、また、貨物車であればフレームのサイドメンバ前輪付近に打刻されてい
ます。

《乗用車》

【一般的な車台番号の打刻位置】

《貨物車》

※�本書では上記の位置に打刻されている自動車を省略している場合があります。

書籍内容について 
　内容について、各自動車メーカー発行のマニュアル等を参考に作成していま
す。しかし、その後の変更により打刻位置が変更になる場合があります。また、
輸入車について、輸入時期等により打刻位置が異なる場合があります。
　本書に記載している内容に疑問点などがある場合には編集部までご連絡下さ
い。

ご連絡はコチラへ
公論出版フリーダイヤル　0120-041-893
（月曜日～金曜日　10:00 ～ 17:00）

2023年２月　編集部
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打刻に関する法令等

車台番号と原動機型式の打刻とは

　道路を運送する車両は、その所有権が公証＊されるよう登録等に関する制度が
道路運送車両法（以下、車両法）により定められています。
　具体的には以下の根拠法令により、車種ごとに車台番号と原動機型式の打刻
が行われています。
　なお、次以降に掲げる法令等について、一部編集しています。

公証＊… 公式の証拠。行政上、特定の事実または法律関係の存在をおおやけに証
明すること。

車両法

〈登録の一般的効力〉
第�４条　自動車（軽自動車等を除く）は、自動車登録ファイルに登録を受けた
ものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

編注：これにより、自動車は自動車登録ファイルに登録しなければならない。
また、軽自動車については自動車登録ファイルへの登録を必要としないが、新
規検査が必要となる。

〈新規登録の申請〉
第�７条　登録を受けていない自動車の登録（以下、新規登録）を受けようとす
る場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項（車台番号、
原動機の型式等）を記載した申請書に、所有権を証明するに足る書面を添え
て提出し、かつ、当該自動車を提示しなければならない。

編注：これにより、新規登録の際には車台番号、原動機の型式等が記載された
申請書等及び当該自動車を国土交通大臣に提示することになる。

〈新規登録の基準〉
第�８条　国土交通大臣は、前条の申請書を受理したときは、次に該当する場合
を除き、新規登録をしなければならない。
　① 自動車に打刻されている車台番号及び原動機の型式が申請書及び自動車検
査証に記載されている車台番号及び原動機の型式と同一でないとき。

編注：これにより、車台番号、原動機の型式が自動車に打刻されていること
が必要となる。
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打刻確認の重要性

　自動車に打刻されている車台番号及び原動機の型式について、検査証等に記
載されているものと同一であるかの確認が新規検査、継続検査等の自動車検査
時に必ず必要となります。
　自動車の検査は、車両法等により独立行政法人自動車技術総合機構審査事務
規程（以下、審査規程）により行うものとされています。継続検査の場合、具
体的には以下の根拠法令により車種ごとの打刻の確認が行われています。
　また、自動車の打刻を確認せずに検査証に記載されている車台番号及び原動
機の型式を指定整備記録簿等に記載した場合、検査上の瑕疵＊とされる場合もあ
り、整備事業者に対して違反点数が課せられる場合もあります。

瑕疵＊…〈かし〉不完全、不十分な状態。

審査規程

４－９　受検車両と書面の同一性確認
（1 ）自動車の審査にあたっては、審査依頼があった自動車に打刻されている車
台番号及び原動機の型式について、次に掲げる検査の種別毎に定める書面に
記載されている車台番号及び原動機の型式と同一であることを確認するもの
とする。

　④継続検査の場合
　　自動車検査証又は限定自動車検査証及び自動車検査票
（2 ）審査依頼があった自動車に打刻されている車台番号及び原動機の型式につ
いて、（1）の書面に記載されている車台番号及び原動機の型式と相違する場
合又は相違するおそれがある場合には、受検者に対し審査できないため審査
を中断する旨を口頭で通告する。

「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の細部取り扱い

２　「１�通則」関係　
（8 ）行政処分等を行うべき違反事項及び違反点数は、別表１～３に定める。
別表１　自動車特定整備事業に係る違反点数

違反条項 違反事項 具体的違反事例 違反点数 備考

第 91条 -

１項
特定整備記録簿
の記載違反

特定整備記録簿
の虚偽記載

10点
－
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アクア（ハイブリッド）［PK1 系］

《車台》
運転席前

《E/G》
M15A

《ネームラベル》
助手席側Ｂピラー

《電動機①》1NM 1MM

《電動機②》

《実車の例：アクア／MXPK16》

車台番号位置（運転席フロアカーペット下） 原動機型式（M15A）

フロント電動機型式（1NM） リヤ電動機型式（1MM）

アクア（ハイブリッド）［P1 系］

《車台》
運転席前

《E/G》
1NZ

《ネームラベル》
助手席側Ｂピラー

《電動機》1LM
※トランスアクスル
　ケース上面
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日
　
産

日
　
産

エクストレイル［T33 系］

《IDプレート》
運転席側Ｂピラー下

《車台》
運転席前

《E/G》
KR15

《電動機①》
BM46

《電動機②》MM48
※リヤデフ

車両前方

《実車の例：エクストレイル／SNT33》

フロント電動機位置
（リフトアップ・アンダーカバー丸穴から視認）

フロント電動機（BM46）

リヤ電動機型式（MM48）（リフトアップ）

原動機型式位置（棒先） 原動機型式（KR15）
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Honda e［ZC7 系］

《型式、フレーム No.
プレート》
助手席側Ｂピラー下

《車台》
フロントフロア
パネル右側

※カバー付き

※車両下面
後方

《電動機》MCF5

《実車の例：Honda e ／ ZC7 系》

車台番号位置（フロントフロアパネル右側） 電動機型式位置（リフトアップ）

電動機型式（MCF5）
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１シリーズ［F20］H23.9 ～ R1.8

《車台》
エンジンルーム内 右ホイールアーチ 上面

《E/G》

N55B30A

B58B30A
N43B20A

B47D20A*

N13B16A

B47D20A*

B38B15A
B48B20A

《実車の例：１シリーズ／ 1R15》

車台番号位置（右ホイールアーチ上面） 車台番号

原動機型式（B38B15A）

１シリーズ［E82･87･88］H16.10 ～ 24.8

《車台》
エンジンルーム内 右ストラットドーム 上面

《E/G》

N52B30A
N54B30A
N55B30A

N43B16A
N43B20A
N45B16A
N46B20B
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パナメーラ［970］H21.3 ～ 28.7

《車台》
右前座席　右前クロスメンバー

マカン［95B］H26.4 ～

《車台》
右前座席　右側面クロスメンバー

車台番号位置（右前クロスメンバー） 車台番号

《実車の例：マカン／ 3BA-J1K30》

原動機型式（DLZ）
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キャデラック CT5［A2LL］
　R3.1 ～� ・・・・・・・・・・・・・・・・ 253

キャデラック CT6［O1SL］
　H28.12 ～ R3.3� ・・・・・・・・・・ 254
キャデラック CTS［AD32］
　H15.3 ～ 20.1� ・・・・・・・・・・・ 254
キャデラック CTS［X322］
　H20.1 ～ 26.4� ・・・・・・・・・・・ 254
キャデラック CTS［A1LL］
　H26.4 ～ R2.7� ・・・・・・・・・・・ 255
キャデラック DTS［X272］
　H18.6 ～ 22.9� ・・・・・・・・・・・ 255
キャデラック SRX［T265］
　H15.10 ～ 22.8� ・・・・・・・・・・ 255
キャデラック SRX クロスオーバー
　［T166］H22.12 ～ 29.7�・・・・ 256
キャデラック STS［X295］
　H16.11 ～ 23.1� ・・・・・・・・・・ 256
キャデラック XLR［X215］
　H15.10 ～ 23.1� ・・・・・・・・・・ 256
キャデラック XT4［E2UL］R3.1 ～
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 257
キャデラック XT5［C1UL］R1.12 ～／
キャデラック XT5 クロスオーバー
　［C1UL］H29.10 ～ R1.12･�・・ 257
キャデラック XT6［C1TL］R2.1 ～
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 257
キャデラックエスカレード
　［T1UL］R2.11 ～�・・・・・・・・・ 258
シボレーアストロ［CL14/CM14］
　H5.11 ～ 17.10� ・・・・・・・・・・ 258
シボレーカマロ［A1XC］H29.11 ～
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 258
シボレーカマロ［CF43/CF45］
　H5.7 ～ 14.10� ・・・・・・・・・・・ 259
シボレーコルベット［Y2XC］
　R2.1 ～� ・・・・・・・・・・・・・・・・ 259
シボレーコルベット［X245］
　H17.2 ～ 26.1� ・・・・・・・・・・・ 259
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シボレーソニック［KT300］
　H23.11 ～ 28.1� ・・・・・・・・・・ 260
シボレートレイルブレイザー［T360］
　H13.9 ～ 22.5� ・・・・・・・・・・・ 260
ハマー H3［T345］H17.6 ～ 22.2
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 260

３ アウディ

＜参考写真＞�・・・・・・・・・・・・・・ 261
＜コーションプレート位置＞�・・・ 262
A1 スポーツバック［GB系］
　R1.11 ～� ・・・・・・・・・・・・・・・ 262
A1 ／ S1［8X系］H23.1 ～ R1.9
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 263
A3 ／ S3 ／ RS3［GY系］R3.4 ～
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 263
A3 ／ A3 スポーツバック e- トロン／
　S3 ／ RS3［8V系］H25.9 ～ R3.4
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 264
A3 ／ S3［A5］H15.9 ～ 25.9� ・ 264
RS4 アバント［F4］H31.1 ～�・・ 265
A4 ／ A4 オールロードクワトロ／ S4
　［B9］H28.2 ～�・・・・・・・・・・・ 265
A4 ／ A4 オールロードクワトロ／
　RS4 ／ S4［B8］H20.3 ～� ・・ 265
A4 ／ RS4 ／ S4［B7］
　H13.5 ～ 21.7� ・・・・・・・・・・・ 266
A5 ／ S5 ／ RS5 スポーツバック
　［F5系］H29.4 ～�・・・・・・・・・ 266
A5 ／ RS5 ／ S5［B8］H20.2 ～� 267
RS6［4GC系］H28.8 ～� ・・・・・ 267
A6 ／ A6 アバント／ S6 ／
　S6 アバント［F2系］H31.3 ～
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 268
A6 ／ A6 オールロードクワトロ／
　RS6 ／ S6［C7］H23.8 ～ 31.3
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 268
A6 ／ RS6［C6］H16.7 ～ 24.2� 268

A7 ／スポーツバック／
S7 スポーツバック［F2系］H30.9 ～
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 269
A7 ／ RS7 ／ S7［4GC系］
　H23.5 ～ 30.9� ・・・・・・・・・・・ 269
A8 ／ S8［F8］H30.10 ～� ・・・・ 269
A8 ／ S8 ／ S8 プラス［D4］
　H22.12 ～� ・・・・・・・・・・・・・・ 270
A8 ／ S8［D3］H15.10 ～ 22.12
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 270
R8 ／ R8 スパイダー［4S系］
　H28.3 ～� ・・・・・・・・・・・・・・・ 270
R8［42系］H19.7 ～ 28.3�・・・・ 271
Q2 ／ SQ2［GA系］H29.4 ～� ・ 271
Q3 ／ RSQ3［F3系］R2.8 ～�・・ 271
Q3 ／ RSQ3［8U系］
　H24.5 ～ R1.9� ・・・・・・・・・・・ 272
Q5 ／ SQ5［FY系］H29.10 ～�・ 272
Q5 ／ SQ5［8R系］
　H21.3 ～ 29.10� ・・・・・・・・・・ 272
Q7［4M系］H28.3 ～�・・・・・・・ 273
Q7［4L］H18.10 ～ 25.9�・・・・・ 273
Q8［F1］R1.9 ～�・・・・・・・・・・・ 273
e- トロン／ e- トロン S ／
　e- トロン スポーツバック［GE］
　R3.1 ～� ・・・・・・・・・・・・・・・・ 274
e- トロン GT クロトワ
　／ RS e- トロン GT［FW］
　R3.10 ～� ・・・・・・・・・・・・・・・ 274
Q4 e- トロン［FZ］R4.12 ～� ・・ 274
TT ／ TT RS クーペ［FV系］
　H27.8 ～� ・・・・・・・・・・・・・・・ 275
TT［A5］H18.7 ～ 27.8�・・・・・・ 275
電動機�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 275

４ アストンマーチン

DB7 ヴァンテージ［AMV7］� ・・・ 276
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５ アルファロメオ

147［937系］H13.10 ～ 23.3� ・ 277
159 ／スパイダー／ブレラ［939系］
　H18.2 ～ 23.7� ・・・・・・・・・・・ 277
166［936系］H11.9 ～ 20.10� ・ 277
GT［937系］H16.6 ～ 23.8� ・・ 278
ジュリア［952系］H29.10 ～� ・ 278
ジュリエッタ［940系］H24.2 ～
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 279
ステルヴィオ［949系］H30.7 ～
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 279
ミト［955系］H21.5 ～ 30.10�・ 280
4C［960系］H26.7 ～ R2.4�・・・ 280

６ クライスラー（ジープ・ダッジ）

＜コーションプレート位置＞�・・・ 281
クライスラー・300 ／ 300C ／ 300C
　ツーリング［LX系］H18.7 ～ 30.2
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 281
クライスラー・PT クルーザー［PT系］
　H12.7 ～ 22.11� ・・・・・・・・・・ 281
クライスラー・イプシロン［84609 系］
　H24.12 ～ 26.12� ・・・・・・・・・ 282
クライスラー・クロスファイア
　［ZH32系］H15.12 ～ 20.5�・・ 282
クライスラー・グランドボイジャー
　［RT系］H20.5 ～ 23.2�・・・・・ 282
クライスラー・グランドボイジャー／
　ボイジャー［RG系］
　H13.6 ～ 20.5� ・・・・・・・・・・・ 283
ジープ・グランドチェロキー／
　L ／ 4xe［WL系］R4.2 ～�・・・ 283
ジープ・グランドチェロキー［WK系］
　H23.3 ～ R3.10� ・・・・・・・・・・ 283
ジープ・グランドチェロキー［WH系］
　H17.7 ～ 23.1� ・・・・・・・・・・・ 284

ジープ・コマンダー［H6系］
　R4.10 ～� ・・・・・・・・・・・・・・・ 284
ジープ・コマンダー［XH系］
　H18.5 ～ 22.4� ・・・・・・・・・・・ 284
ジープ・コンパス［M6系］
　H29.12 ～� ・・・・・・・・・・・・・・ 285
ジープ・コンパス［MK系］
　H24.3 ～ 31.2� ・・・・・・・・・・・ 285
ジープ・チェロキー［KL系］
　H26.5 ～� ・・・・・・・・・・・・・・・ 286
ジープ・チェロキー［KK系］
　H20.6 ～ 25.4� ・・・・・・・・・・・ 286
ジープ・チェロキー［KJ系］
　H13.10 ～ 20.6� ・・・・・・・・・・ 286
ジープ・パトリオット［MK系］
　H19.8 ～ 25.5� ・・・・・・・・・・・ 287
ジープ・ラングラー／ラングラー
　アンリミテッド［JL 系］H30.11 ～
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 287
ジープ・ラングラー／ラングラー�
　アンリミテッド［JK系］
　H19.3 ～ 30.8� ・・・・・・・・・・・ 287
ジープ・ラングラー［TJ 系］
　H8.11 ～ 19.3� ・・・・・・・・・・・ 288
ジープ・レネゲード／ 4xe
　［BU/BV系］H27.9 ～�・・・・・・ 288
ダッジ・JC［JC27 系］
　H21.1 ～ 23.3� ・・・・・・・・・・・ 288
ダッジ・アベンジャー［JSD27 系］
　H19.6 ～ 22.10� ・・・・・・・・・・ 289
ダッジ・キャリバー［PM20系］
　H19.6 ～ 22.5� ・・・・・・・・・・・ 289
ダッジ・ナイトロ［KA37 系］
　H19.6 ～ 24.8� ・・・・・・・・・・・ 289
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７ シトロエン

＜コーションプレート位置＞�・・・ 290
C2［A6系］H16.4 ～ 20.3�・・・・ 290
C3 エアクロス［A8系］R1.7 ～� ・ 290
C3［B6系］H29.7 ～� ・・・・・・・ 291
C3［A5系］H22.5 ～ 29.7�・・・・ 291
C3［A31系］H14.10 ～ 20.3
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 291
C4 ／ E-C4［C4系］R4.1 ～�・・ 292
グランド C4 スペースツアラー
　［B7系］H30.9 ～�・・・・・・・・・ 292
C 4 ／ C4 ピカソ／
　グランド C4 ピカソ［B7系］
　H23.7 ～ 30.11� ・・・・・・・・・・ 292
C4 ／ C4 ピカソ［B5系］
　H17.6 ～ 22.12� ・・・・・・・・・・ 293
C5 X［E4系］R4.10 ～�・・・・・・ 293
C5 エアクロス［C8系］R1.5 ～� 293
C5［X7系］H20.10 ～ 28.6�・・・ 294
C5［X3系］H13.6 ～ 20.10�・・・ 294
C6［X6系］H18.10 ～ 22.12�・・ 294
DS3 クロスバック
　［D3系］H31.4 ～�・・・・・・・・・ 295
DS3［A5系］H22.3 ～ R1.9� ・・ 295
DS4［D4系］R4.4 ～� ・・・・・・・ 295
DS4［B7系］H23.9 ～ 30.11・・ 296
DS5［B8系］H24.8 ～ 30.11・・ 296
DS7 クロスバック
　［X7系］H30.7 ～�・・・・・・・・・ 296
DS9［X8系］R4.4 ～� ・・・・・・・ 297
ベルランゴ［K9系］R1.10 ～�・・ 297

８ ジャガー

XE［JA系］H26.10 ～�・・・・・・・ 298
XF［JB系］H27.9 ～�・・・・・・・・ 298
XF［J05 系］H19.11 ～ 27.9�・・ 298

XJ［J1･2 系］H22.5 ～ R4.6� ・・ 299
XJ［J7･8 系］H15.5 ～ 22.5� ・・ 299
XK［J4系］H18.7 ～ 27.5�・・・・ 299
E ペース［DF系］H30.2 ～� ・・・ 300
F タイプ［J6系］H25.5 ～�・・・・ 300
F ペース［DC系］H27.11 ～�・・ 300
I ペース［DH系］H30.9 ～�・・・・ 301
S タイプ［J01 系］H11.5 ～ 20.4
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 301
X タイプ［J51 系］H13.9 ～ 22.6
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 301

９ スマート

フ ォーツー エレクトリックドライブ・
カブリオ・クーペ［C451］

　H19.10 ～ 27.11� ・・・・・・・・・ 302
フ ォーツー カブリオ・クーペ／
フォーフォー［C453］H27.10 ～
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 302
フ ォーツー クーペ／
　フォーツー カブリオ［C450/450］
　H16.5 ～ 19.10� ・・・・・・・・・・ 302

10 ヒュンダイ

i30［FD系］H20.7 ～ 22.6� ・・・ 303
JM［JM系］H16.9 ～ 22.6� ・・・ 303
TB［TB系］H14.10 ～ 21.11・・ 303
アイオニック 5［NE系］R4.5 ～
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 304
エントラ［XD系］H13.1 ～ 21.5
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 304
グレンジャー［TG系］
　H18.1 ～ 22.6� ・・・・・・・・・・・ 304
ソナタ［NF系］H17.9 ～ 21.11
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 305
ヒュンダイ クーペ［GK系］
　H14.4 ～ 21.6� ・・・・・・・・・・・ 305
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ネッソ［FE系］H14.10 ～ 21.11
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 305

11 フィアット・アバルト

500 ／ 500C ／ 500S ／
　アバルト［312系］H20.3 ～
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 306
500X［334系］H27.10 ～�・・・・ 306
500e［FA系］R4.6 ～� ・・・・・・・ 306
アバルト 124 スパイダー［NF2系］
　H28.10 ～ R3.1� ・・・・・・・・・・ 307
グランデプント／プントエヴォ／
　プント／アバルト［199系］
　H18.6 ～ 26.4� ・・・・・・・・・・・ 307
ニューバルケッタ［183系］
　H16.7 ～ 19.9� ・・・・・・・・・・・ 307
ニューパンダ［169系］
　H16.7 ～ 23.5� ・・・・・・・・・・・ 308
ニュームルティプラ［186系］
　H16.11 ～ 19.11� ・・・・・・・・・ 308
パンダ［139系］H25.6 ～�・・・・ 308

12 フェラーリ

458 イタリア［F142］
　H22.3 ～ 28.10� ・・・・・・・・・・ 309
599［F599］H18.10 ～ 24.3� ・・ 309
612［F612］H16.4 ～ 23.6� ・・・ 309
F8 トリブート［F142C］R1.6 ～
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 310
F430［F430］H17.1 ～ 22.1� ・・ 310
カリフォルニア［F149］
　H21.3 ～ 24.5� ・・・・・・・・・・・ 310

13 フォード

＜コーションプレート位置＞�・・・ 311
エクスプローラー［1FM5/1FMH系］
　H23.5 ～ 28.12� ・・・・・・・・・・ 311

エクスプローラー［1FME/1FMW系］
　H13.10 ～ 23.8� ・・・・・・・・・・ 311
エコスポーツ［MAJ 系］
　H26.5 ～ 28.12� ・・・・・・・・・・ 312
エスケープ［LFA系］
　H18.6 ～ 25.9� ・・・・・・・・・・・ 312
クーガ［WF0系］H22.10 ～ 28.12
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 312

14 フォルクスワーゲン

＜参考写真＞�・・・・・・・・・・・・・・ 313
＜コーションプレート位置＞�・・・ 314
ID.4［E2系］R4.11 ～�・・・・・・・ 314
T- クロス［C1系］R1.11 ～� ・・ 314
T- ロック［A1系］R2.7 ～�・・・・ 315
アップ！［AA系］H24.10 ～ R3.3
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 315
アルテオン［3H］H29.10 ～
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 315
イオス［1F系］H18.10 ～ 22.6
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 316
ゴルフ／ヴァリアント／ GTI ／
　R ／ R ヴァリアント［CD系］
　R3.6 ～� ・・・・・・・・・・・・・・・・ 316
ゴルフ GTE［AU］H27.9 ～ R2.11
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 316
ゴルフ GTI［AU］H25.9 ～� ・・・ 317
ゴルフ R［AU］H26.2 ～ R3.3� ・ 317
ゴルフ［５］H16.6 ～ 21.10 ／
クロスゴルフ　H19.12 ～ 21.8
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 318
ゴルフ［６］H21.4 ～ 25.5 ／
　ヴァリアント�H19.9 ～ 26.1
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 318
ゴルフ［７］H25.4 ～／
　ヴァリアント�H26.1 ～� ・・・・・ 318
ゴルフオールトラック［AU］
　H27.7 ～ R3.3� ・・・・・・・・・・・ 319
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ゴルフ トゥーラン［1T系］
　H28.1 ～� ・・・・・・・・・・・・・・・ 319
ゴルフ トゥーラン H16.4 ～ 28.1�・ 319
ゴルフ プラス�H17.11 ～ 20.6� ・ 320
ザ・ビートル�H24.4 ～ R3.4�・・・ 320
シャラン�H23.2 ～�・・・・・・・・・・ 320
シロッコ�H21.5 ～ 26.3� ・・・・・・ 321
ジェッタ�H18.2 ～ 23.2� ・・・・・・ 321
ティグアン［5N系］H29.1 ～
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 321
ティグアン�H20.9 ～ 29.1� ・・・・ 322
トゥアレグ［7P系］H23.2 ～ 30.4
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 322
トゥアレグ［7L系］H15.9 ～ 23.2
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 322
ニュービートル�H11.9 ～ 22.11
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 323
パサート／ヴァリアント／
　オールトラック H27.7 ～�・・・・ 323
パサート／ヴァリアント
　H23.5 ～ 27.7� ・・・・・・・・・・・ 323
パサート／ヴァリアント
　H18.4 ～ 23.2� ・・・・・・・・・・・ 324
パサート CC�H20.11 ～ 24.7� ・・ 324
パサート GTE ／ GTE ヴァリアント
　H28.6 ～� ・・・・・・・・・・・・・・・ 324
フォルクスワーゲン CC
　H24.7 ～ 28.7� ・・・・・・・・・・・ 325
ポロ／ GTI［AW系］H30.3 ～�・ 325
ポロ［6R系］H21.10 ～ 29.8・・ 326
ポロ［9N系］H14.5 ～ 21.10
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 326
電動機�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 326

15 プジョー

＜コーションプレート位置＞�・・・ 327
1007［A0/A8 系］H18.3 ～ 20.12
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 327
206［T1/A206 系］H11.5 ～ 20.1
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 327
207 ／ 207CC ／ 207SW［A7系］
　H19.3 ～ 24.10� ・・・・・・・・・・ 328
208 ／ 2008 ／ e-2008 ／ e-208
　［P2系］R2.7 ～�・・・・・・・・・・ 328
208 ／ 2008［A9系］H24.11 ～ R2.8
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 328
307［3C/3E/T5 系］
　H13.10 ～ 20.11� ・・・・・・・・・ 329
308［P5系］R4.4 ～�・・・・・・・・ 329
308［T9系］H26.11 ～ R4.4�・・ 329
308［T7系］H20.6 ～ 26.11� ・・ 330
3008［P8系］H29.3 ～�・・・・・・ 330
3008［T8系］H22.6 ～ 29.3� ・・ 330
407［D2系］H17.6 ～ 23.6�・・・ 331
5008［P8系］H29.9 ～�・・・・・・ 331
5008［T8系］H25.2 ～ 29.2� ・・ 331
508［R8系］H30.11 ～�・・・・・・ 332
508［W2系］H23.7 ～ 31.2�・・・ 332
RCZ［T7系］H22.7 ～ 28.12
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 332
リフター［K9系］R1.10 ～� ・・・ 333
エンジン� ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 333

16 ベントレー・ロールスロイス

ベントレー アルナージ［BL系］
　H10.6 ～ 21.9� ・・・・・・・・・・・ 334
ベントレー コンチネンタル
　［BC/BD/BF/BG/BS/8G系］
　H15.3 ～� ・・・・・・・・・・・・・・・ 334
ベントレー ミュルザンヌ［BB系］
　H22.7 ～� ・・・・・・・・・・・・・・・ 334
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ロールスロイス ゴースト［66系］
　H21.10 ～ 26.10� ・・・・・・・・・ 335
ロールスロイス ファントム／
　ファントムクーペ［1S/2D/3C系］
　H15.10 ～ 29.7� ・・・・・・・・・・ 335
エンジン� ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 335

17 ポルシェ

＜コーションプレート位置＞�・・・ 336
718 ケイマン／ボクスター［982］
　H28.2 ～� ・・・・・・・・・・・・・・・ 336
911［991］H23.11 ～�・・・・・・・ 337
911［997］H16.8 ～ 25.3� ・・・・ 337
カイエン／クーペ［9YA］
　H29.12 ～� ・・・・・・・・・・・・・・ 337
カイエン［92A］H22.3 ～ 30.11
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 338
カイエン［9PA］H14.9 ～ 22.3
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 338
ケイマン／ボクスター［981］
　H24.6 ～ 28.4� ・・・・・・・・・・・ 338
ケイマン／ボクスター［987］
　H16.12 ～ 24.12� ・・・・・・・・・ 339
タイカン［Y1A］R2.6 ～� ・・・・・ 339
パナメーラ［971］H28.7 ～�・・・ 339
パナメーラ［970］H21.3 ～ 28.7
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 340
マカン［95B］H26.4 ～�・・・・・・ 340
エンジン� ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 341

18 ボルボ

＜コーションプレート位置＞�・・・ 342
C30［MB42･52 系］H19.7 ～ 25.9
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 342
C40 ／ XC40 リチャージ［XE系］
　R4.1 ～� ・・・・・・・・・・・・・・・・ 342
C70［MB52系］H18.12 ～ 25.9
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 343

S40［MB42･52 系］H16.5 ～ 24.11
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 343
S60［ZB系］R1.11 ～�・・・・・・・ 343
S60［FB/FD系］H23.3 ～ R1.9�・ 344
S80［AB系］H18.11 ～ 28.8�・・ 344
S90［PB系］H29.2 ～�・・・・・・・ 344
V40［MB/MD系］H25.2 ～�・・・ 345
V50［MB系］H16.5 ～ 25.1� ・・ 345
V60［ZB系］H30.9 ～�・・・・・・・ 346
V60［FB/FD系］H23.6 ～ 31.2
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 346
V70［BB系］H19.11 ～ 29.2�・・ 346
V70［SB系］H12.4 ～ 20.3�・・・ 347
V90［PB/PD系］H29.2 ～� ・・・ 347
XC40［XB系］H30.3 ～� ・・・・・ 347
XC60［UB/UD系］H29.10 ～
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 348
XC60［DB系］H21.6 ～ 29.10
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 348
XC70［BB系］H19.11 ～ 29.2
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 348
XC70［SB系］H14.11 ～ 20.1
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 349
XC90［LB/LD系］H28.1 ～�・・・ 349
XC90［CB系］H15.5 ～ 27.5
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 349

19 マセラティ

MC20［M240］R2.9 ～�・・・・・・ 350
ギブリ［MG30］H25.12 ～� ・・・ 350
グランカブリオ［MGC］
　H22.3 ～ R2.6� ・・・・・・・・・・・ 350
グランスポーツ［MGS］
　H16.9 ～ 20.1� ・・・・・・・・・・・ 351
グラントゥーリズモ［MGT/MMC］
　H19.10 ～ R2.6� ・・・・・・・・・・ 351
クアトロポルテ［MQP3］
　H25.4 ～� ・・・・・・・・・・・・・・・ 351
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クアトロポルテ［MQP］
　H16.5 ～ 25.7� ・・・・・・・・・・・ 352
スパイダー［SPY］H13.10 ～ 19.3
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 352
レヴァンテ［MLE］H28.9 ～� ・・ 352
エンジン� ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 353

20 MINI

車台［全車］�・・・・・・・・・・・・・・・ 354
エンジン� ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 354

21 メルセデスベンツ・マイバッハ

＜参考写真＞�・・・・・・・・・・・・・・ 355
＜コーションプレート位置＞�・・・ 356
バネオ［W414］H15.10 ～ 19.11
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 356
Ａクラス［W177］H30.10 ～�・・ 356
Ａクラス［W176］H24.11 ～ 30.10
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 357
Ａクラス［W169］H17.2 ～ 24.12
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 357
Ｂクラス［W247］R1.6 ～�・・・・ 357
Ｂクラス［W246］H24.4 ～ R1.6
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 358
Ｂクラス［W245］H18.1 ～ 24.4
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 358
CL［W216］H18.11 ～ 27.3�・・ 359
CLA ／ CLA シューティングブレーク  
　［C118/X118］R1.10 ～�・・・・ 359
CLA／ CLA シューティングブレーク
　［C117］H27.6 ～ R1.8�・・・・・ 360
CLK［W209］H14.4 ～ 21.7�・・ 360
CLS［C257］H30.6 ～�・・・・・・ 360
CLS［C218］H23.2 ～ 30.6 ／
　CLS シューティングブレーク
　［C218］H24.10 ～ 30.6�・・・・ 361
CLS［W219］H17.2 ～ 23.2�・・ 361

C クラス［W206/C206］R3.7 ～
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 361
C クラス［W205/C205/S205］
　H26.7 ～ R4.2� ・・・・・・・・・・・ 362
C クラス［W204/C204］
　H19.6 ～ 27.4� ・・・・・・・・・・・ 362
C クラス［W203］H12.9 ～ 20.10
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 363
Ｅクラス［W213/C213･238/S213］
　H28.7 ～� ・・・・・・・・・・・・・・・ 363
Ｅクラス［C207/A207/W212］
　H21.5 ～ 30.1� ・・・・・・・・・・・ 363
Ｅクラス［W211］H14.6 ～ 22.2
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 364
EQA ／ EQB［H243］R3.4 ～�・ 364
EQC［N293］R1.9 ～�・・・・・・・ 364
EQS［V297］R4.9 ～� ・・・・・・・ 365
GLA［H247］R2.6 ～�・・・・・・・ 365
GLA［X156］H26.5 ～ R2.6� ・・ 365
GLB［X247］R2.6 ～� ・・・・・・・ 366
GLC［X253/C253］H28.2 ～�・ 366
GLE［W167］R1.6 ～�・・・・・・・ 367
GLE［W166/C292］
　H27.10 ～ R2.6� ・・・・・・・・・・ 367
GLK［X204］H20.10 ～ 28.2� ・ 367
GLS［X167］R2.3 ～� ・・・・・・・ 368
GLS［X166］H28.4 ～ R2.3� ・・ 368
GL［X166］H25.4 ～ 28.4� ・・・ 368
GL［X164］H18.10 ～ 25.4� ・・ 369
GT［X290］H31.2 ～� ・・・・・・・ 369
GT［C190］H27.5 ～�・・・・・・・ 369
Ｇクラス［W463］H30.6 ～�・・・ 370
Ｇクラス［W463］H6.12 ～ 31.2
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 370
Ｍクラス［W166］H24.6 ～ 27.10
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 370
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Ｍクラス［W164］H17.10 ～ 24.6
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 371
Ｒクラス［W251］H18.3 ～ 26.4
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 371
SL［R232］R4.10 ～�・・・・・・・・ 371
SL［R231］H24.3 ～� ・・・・・・・ 372
SL［R230］H13.10 ～ 24.3�・・・ 372
SLC［R172］H28.6 ～� ・・・・・・ 372
SLK［R172］H23.7 ～ 28.6� ・・ 373
SLK［R171］H16.9 ～ 23.7� ・・ 373
SLR マクラーレン［C199］
　H16.10 ～ 24.1� ・・・・・・・・・・ 373
SLS AMG［C197］H22.6 ～ 27.3
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 374
Ｓクラス［R217］クーペ・
　カブリオレ�H30.6 ～�・・・・・・・ 374
Ｓクラス［W223/Z233］R3.1 ～
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 374
Ｓクラス［W222］H25.10 ～ R3.10
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 375
Ｓクラス［W221］H17.10 ～ 25.10
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 375
Ｖクラス［W447］H27.10 ～�・・ 375
Ｖクラス［W639］H10.6 ～ 27.10
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 376
マイバッハ�H14.9 ～ 25.12� ・・・ 376
メルセデス・マイバッハ�H27.2 ～
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 376
電動機�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 377

22 ランドローバー

ディスカバリー［LR3］H29.5 ～
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 378
ディスカバリー［LA3］
　H12.11 ～ 29.5� ・・・・・・・・・・ 378
ディスカバリー３［LA4］
　H17.5 ～ 21.6� ・・・・・・・・・・・ 378

ディスカバリー４［LA5］
　H21.6 ～ 25.11� ・・・・・・・・・・ 379
ディスカバリースポーツ
　［LC2］H26.10 ～�・・・・・・・・・ 379
ディフェンダー［LE系］R1.10 ～
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 379
フリーランダー［LN］
　H13.2 ～ 19.6� ・・・・・・・・・・・ 380
フリーランダー２［LF］
　H19.6 ～ 27.10� ・・・・・・・・・・ 380
レンジローバーヴェラール［LY］
　H29.7 ～� ・・・・・・・・・・・・・・・ 380
レンジローバー［LG］H25.3 ～
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 381
レンジローバー［LM］H14.4 ～ 20.3
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 381
レンジローバーヴォーグ［LM］
　H20.3 ～ 25.1� ・・・・・・・・・・・ 381
レンジローバーイヴォーク［LZ］
　R1.6 ～� ・・・・・・・・・・・・・・・・ 382
レンジローバーイヴォーク／クーペ／
　コンパーチブル［LV］
　H24.3 ～ R1.9� ・・・・・・・・・・・ 382
レンジローバースポーツ［LW］
　H25.11 ～� ・・・・・・・・・・・・・・ 382
レンジローバースポーツ［LS］
　H17.11 ～ 25.11� ・・・・・・・・・ 383

23 ランボルギーニ

アヴェンタドール［47L539］
　H23.3 ～ 29.9� ・・・・・・・・・・・ 384
ウルス［ZL］H30.2 ～�・・・・・・・ 384
ガヤルド［GE/JF］H15.5 ～ 25.11
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 384
ムルシエラゴ［BE53］
　H13.12 ～ 22.11� ・・・・・・・・・ 385
エンジン� ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 385
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24 ルノー

アルカナ［J］R4.5 ～�・・・・・・・・ 386
アルピーヌ A110�H30.6 ～�・・・・ 386
ウインド［EN］H23.7 ～ 25.5
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 386
カジャー［HE］H29.8 ～ R1.5�・ 387
カングー［KW/WK］H21.9 ～／
　カングービボップ［KW］
　H21.9 ～ 24.1� ・・・・・・・・・・・ 387
カングー［KC］H14.3 ～ 22.3
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 387
キャプチャー［J］R3.2 ～� ・・・・ 388
キャプチャー［2R］H26.1 ～ R3.2
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 388
グランセニック［JM］H17.9 ～ 21.9
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 388
コレオス［Y2］H21.5 ～ 28.12
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 389
トゥインゴ［AH］H28.9 ～� ・・・ 389
トゥインゴ［NK/ND］
　H20.11 ～ 28.10� ・・・・・・・・・ 389
メガーヌ［BB/KB］H29.11 ～
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 390
メガーヌ［DZ/ZF/ZH/ZM］
　H23.2 ～ 30.7� ・・・・・・・・・・・ 390
メガーヌ［MK/MF/KM/EM］
　H16.1 ～ 22.8� ・・・・・・・・・・・ 390
メガーヌエステート［KZ］
　H24.7 ～ 29.10� ・・・・・・・・・・ 391
ルーテシア［BJA］R2.11 ～�・・・ 391
ルーテシア［RH/RM］
　H25.9 ～ R2.11� ・・・・・・・・・・ 391
ルーテシア［RK/RF］H18.3 ～ 25.9
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 392

25 ロータス

エヴォーラ［122］H21.6 ～�・・・ 393
エキシージ［111］H13.1 ～ 24.9
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 393
エリーゼ［111/112］H11.9 ～
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 393
ヨーロッパＳ［121］H18.6 ～ 23.6
　　　　　　　　　　・・・・・・・・ 394
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