
 

2020年4月28日 

株式会社オートウェイ 

弊社が販売した表示に係る問題があるホイールの無償交換・返金等について 

 

1. ホイールの無償交換又は返金に係るお願い 

 弊社が販売したホイールの表示に係る問題を受け、2019年 12月に下記再掲のとおり公表いたしました問題の

所在及び原因並びに弊社及び株式会社プロトコーポレーション（以下、「プロトコーポレーション」といいます。）

としての対応及び再発防止策につきましては、現在鋭意遂行しております。 

対象の「RS-601 又は別紙 4 記載のホイール」は、下記再掲のとおりいずれも必要な耐久強度を備えているも

のの、適切でない表示がなされておりましたので、ご連絡先を把握しているお客様については引き続き弊社から

ご連絡させていただきますが、購入されたお客様は、弊社コールセンターまでご連絡いただきますよう引き続き

お願い申し上げます。 

 

 【連絡先】 

電  話：0120-941-927（受付時間9:00～18:00） 

インターネット：無償交換・返金の専用お問合せフォーム 

【PCからのお問合せ】 

https://www.autoway.jp/form/returns 

【スマートフォンからのお問合せ】 

https://www.autoway.jp/s/returns/input/ 

 

2. 再発防止策の進捗状況について 

 上記問題については、お客様及び関係者の皆様にご心配とご迷惑をおかけしましたことについて、改めて深く

お詫び申し上げるとともに、2019 年 12 月以来、無償交換又は返金及び次の再発防止策を実施しておりますが、

一刻も早く皆様のご信頼を頂けるよう引き続き努めてまいります。 

① 海外メーカーの輸入ホイールの VIA登録 

② ホイールの試験や表示に係るルールの明確化及びコンプライアンス意識の醸成 

③ ホイールの試験や表示に係るルールに関する社内教育の強化 

④ 品質管理体制の改善 

⑤ プロトコーポレーションと一体となった再発防止策の実施 

これらの進捗状況については、重要なお知らせ（https://www.autoway.co.jp/quality/）に掲載しております

ので、ご参照ください。 

 なお、問題の所在及び原因は以下に再掲するとおりです。 

(1) 問題の所在について（ホイールに必要な耐久強度は備えているものの、ホイール上の表示に問題があった

こと）（再掲） 

 

ア ホイールの試験条件には一般使用条件と限定使用条件の 2 種類があること 

 乗用車用ホイールは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）別

https://www.autoway.jp/form/returns
https://www.autoway.jp/s/returns/input/


添 2「軽合金製ディスクホイールの技術基準」（以下、「技術基準」といいます。）に従い、試験を実施し、耐久

強度を確認することが求められております。試験において適用される試験条件には、一般使用条件と限定使用条

件の 2種類があり、前者はリム径（※1）及びリム幅（※2）に応じて適用されるタイヤの中で最も大きな最大負

荷能力に対応する荷重値により設定される試験条件であり、後者は自動車のハブ（※3）取付仕様（孔数（※4）

及び P.C.D.（※5））ごとに最も重い輪重を調査して、その輪重に対応して設定される試験条件です。一般使用

条件と限定使用条件とでは、試験においてホイールに負荷される荷重を算定する際の基準が異なるため、技術基

準により、ホイール上に、一般使用条件の場合は「JWL」マーク、限定使用条件の場合は「JWL」マークに加えて

「車両を代表する記号」の各表示をすることが求められております。 

 

  ※1 ホイールの直径のことです。インチ単位で表記されます。 

  ※2 タイヤがはまる部分（リム）の幅のことです。インチ単位で表記されます。 

  ※3 自動車にホイールを装着する金属部分のことです。 

  ※4 ホイールを留めるボルトの孔の数のことです。 

  ※5 Pitch Circle Diameter の略で、ボルトの孔の中心を結んでできる円の直径を 

ミリメートル単位で表記したものです。 

 

イ ホイールに必要な耐久強度は備えていること 

 弊社が 2010 年より販売しております「RS-601」ブランドのホイール（現在は販売を中止しております。商品

の写真は別紙 1、品番は別紙 2のとおりです。以下、「RS-601」といいます。）については、ホイールメーカーに

おいて、自動車用軽合金製ホイール試験協議会（以下、「JWTC」といいます。）の承認を受けた試験設備を用いて、

限定使用条件の試験条件を満たし、必要な耐久強度を備えていることを確認の上で、仕入れ、販売をしておりま

した。RS-601 が限定使用条件の試験条件を満たしていることは、この度の捜査を受けて改めて試験を実施して

確認しております。RS-601 は、そもそも別紙 3 記載の適合車種以外には取付仕様等が合わないため取り付ける

ことができず、店頭、コールセンター又は取付店において適合車種を確認の上販売しておりますので、適合車種

を確認して取り付けることにより、RS-601 の耐久強度に問題は生じません。弊社の販売する他のホイールも、

同様の試験条件を満たしていることを確認の上で仕入れ、販売をしておりますので、同じく適合車種を確認して

取り付けることにより、耐久強度に問題は生じません。 

 

ウ ホイール上の表示に問題があったこと 

 しかしながら、RS-601は限定使用条件を前提としたホイールであるため、上記のとおり、ホイール上に「JWL」

マークに加えて「車両を代表する記号」の表示をする必要があるところ、RS-601には「JWL」マークしか表示さ

れておらず、結果的に、一般使用条件の試験条件による試験を実施していない（上記のとおり、限定使用条件の

試験条件による試験は実施し、かつ試験条件を満たしております。）にもかかわらず、一般使用条件を前提とし

たホイールであるかのような表示がなされておりました。 

  

 また、RS-601 以外の弊社の販売するホイールにおいても、いずれも意図的なものではありませんが、同様に

「車両を代表する記号」の表示がない点、又は VIA 登録（※）がされていないにもかかわらず「VIA」マークが

表示されている点で、ホイール上の表示が適切でないものが別紙 4のとおりありました（その写真、品番、適合

車種はそれぞれ別紙 5、別紙 6、別紙 7 のとおりです。）。 

 

 



  ※ 上記のとおり、技術基準はホイールメーカーの自主検査により確認されるものですが、 

ホイールの耐久強度に係る客観性を担保するため、これに加えて販売事業者において 

JWTCに申請し、技術基準に準じた試験を受け、合格したホイールは VIA登録すること 

ができ、VIA 登録したホイール上には「VIA」マークの表示がされます。VIA の試験に 

も一般使用条件と限定使用条件の区別があり、限定使用条件を前提としたホイールに 

は「VIA」マークに加えて「690KG」等の表示荷重記号が表示されます（上記のとおり、 

技術基準に則った試験を合格した表示として、「JWL」マークも表示されます。）。 

弊社が販売する国内メーカーのホイールは、全て VIA登録されたホイールであり、今 

後も VIA 登録商品のみ取り扱う方針です。 

一方、海外メーカーの輸入ホイールの一部には、VIA登録されていないホイールがあ 

りましたが（技術基準に則った限定使用条件の試験は合格しております。）、この度の 

問題を受け、新たに仕入れるものは全て VIA登録することで、全てのホイールの安全 

性について、お客様及び関係者の皆様に分かりやすい表示とする方針としております。 

 

(2) 問題の原因について（再掲） 

 RS-601 にこのような誤った表示がなされた原因は、弊社役職員のホイールの試験やその表示に関する認識不

足によるものであり、一般使用条件を前提としたホイールであると偽って販売する意図はありませんでした。し

かしながら、RS-601 及び別紙 4 記載のように誤った表示をしたホイールを仕入れ、販売したことは、自動車の

安全な運行に関わるホイールの販売事業者として重く受け止めており、弊社には主に次のような問題点があった

と考えております。 

① 弊社の役職員のホイールの試験や表示に係るルールに関する知識・意識の不足 

② 弊社にホイールの試験や表示に係る明確なルールが浸透していなかったこと 

③ 弊社の仕入課の組織体制、仕入課に対するけん制機能の不足 

 

                                             以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 1 

 

RS-601 の写真 

 

■シルバー 

 

 

■ゴールド 



別紙 2 

 

RS-601 の品番 

 

品番 規格 

WH00195 16×7.0 +38 100×4/100×5 MIS 

WH00196 16×7.0 +38 100×4/100×5 MIG 

WH00198 16×7.0 +38 114.3×5/120×5 MIS 

WH00401 16×7.0 +38 112×5/120×5 MIS 

WH00403 16×7.0 +38 100×5/114.3×5 MIS 

WH00405 16×7.0 +38 98×4/100×4 MIS 

WH00197 16×7.0 +38 114.3×5/120×5 MIG 

WH00402 16×7.0 +38 112×5/120×5 MIG 

WH00404 16×7.0 +38 100×5/114.3×5 MIG 

WH00406 16×7.0 +38 98×4/100×4 MIG 

WH04812 16×7.0 +38 98×4/100×4 XMIS 

 



別紙 3 

 

RS-601 の適合車種 

 

■WH00195 

レクサス 
 CT[DAA-ZWA10(200h 純正 15 インチ装着車)/DAA-ZWA10(F スポーツ)/DAA-ZWA10(バージョン

C/L)] 

トヨタ 

 bB[CBA-NCP30/CBA-NCP31/NCP34] 

 WiLL Vi[NCP19] 

 WiLL VS[NZE127/ZZE127/ZZE128/ZZE129] 

 アベンシス セダン[CBA-AZT250/CBA-AZT251/CBA-AZT255/UA-AZT250/UA-AZT255] 

 アベンシス ワゴン[CBA-AZT250W/CBA-AZT251W/CBA-AZT255W/UA-AZT250W/UA-AZT255W] 

 イスト[CBA-NCP60/CBA-NCP61/CBA-NCP65/DBA-NCP60/NCP60/NCP61/NCP65] 

 カリーナ[AT210/AT211/AT212/CT211/CT216/ST215] 

 カルディナ[CBA-AZT246W/CBA-ST246W/ST210G/ST211G/ST215G/ST215W/ST216G] 

 カローラ スパシオ[AE111N/AE115N] 

 コロナ プレミオ[AT210/AT211/CT211/CT216/ST210/ST215] 

 サクシード ワゴン[CBA-NCP58G/CBA-NCP59G/DBA-NCP58G/DBA-NCP59G/UA-NCP58G/UA-NCP59G] 

 シエンタ[DBA-NCP175G/DBA-NSP170G] 

 シエンタ ハイブリッド[DAA-NHP170G] 

 ファンカーゴ[CBA-NCP20/CBA-NCP21/CBA-NCP25] 

 プレミオ[AZT240/NZT240/ZZT240/ZZT245] 

 プロボックス ワゴン 

[CBA-NCP58G/CBA-NCP59G/DBA-NCP58G/DBA-NCP59G/UA-NCP58G/UA-NCP59G] 

 ポルテ[CBA-NNP10/CBA-NNP11/CBA-NNP15/DBA-NNP10/DBA-NNP11/DBA-NNP15] 

 ラウム[CBA-EXZ10/CBA-EXZ15/CBA-NCZ20/CBA-NCZ25] 

 ヴィッツ[CBA-NCP13/CBA-SCP13/NCP10/NCP15] 

 ヴォルツ[ZZE136/ZZE137/ZZE138] 

ホンダ  キャパ[GA4/GA6] 

マツダ 

 ファミリア[BJ3P/BJ5P] 

 ファミリア S-ワゴン[BJ5W] 

 ロードスター[NB6C/NB8C] 

スズキ  カルタス ワゴン[GC21W/GC41W/GD31W] 

スバル  フォレスター[SF5/SF5(STi Ⅱ)/SF9] 

ダイハツ  パイザー[G301G/G303G/G311G] 

 

■WH00196 

レクサス 
 CT[DAA-ZWA10(200h 純正 15 インチ装着車)/DAA-ZWA10(F スポーツ)/DAA-ZWA10(バージョン

C/L)] 

マツダ 
 ファミリア[BJ5P] 

 ロードスター[NB6C/NB8C] 



トヨタ 

 bB[CBA-NCP30/CBA-NCP31/NCP34] 

 WiLL Vi[NCP19] 

 WiLL VS[NZE127/ZZE127/ZZE128/ZZE129] 

 アベンシス セダン[CBA-AZT250/CBA-AZT251/CBA-AZT255/UA-AZT250/UA-AZT255] 

 アベンシス ワゴン[CBA-AZT250W/CBA-AZT251W/CBA-AZT255W/UA-AZT250W/UA-AZT255W] 

 イスト[CBA-NCP60/CBA-NCP61/CBA-NCP65/DBA-NCP60/NCP60/NCP61/NCP65] 

 カリーナ[AT210/AT211/AT212/CT211/CT216/ST215] 

 カルディナ[CBA-AZT246W/CBA-ST246W/ST210G/ST211G/ST215G/ST215W/ST216G] 

 カローラ スパシオ[AE111N/AE115N] 

 コロナ プレミオ[AT210/AT211/CT211/CT216/ST210/ST215] 

 サクシード ワゴン[CBA-NCP58G/CBA-NCP59G/DBA-NCP58G/DBA-NCP59G/UA-NCP58G/UA-NCP59G] 

 シエンタ[DBA-NCP175G/DBA-NSP170G] 

 シエンタ ハイブリッド[DAA-NHP170G] 

 ファンカーゴ[CBA-NCP20/CBA-NCP21/CBA-NCP25] 

 プレミオ[AZT240/NZT240/ZZT240/ZZT245] 

 プロボックス ワゴン 

[CBA-NCP58G/CBA-NCP59G/DBA-NCP58G/DBA-NCP59G/UA-NCP58G/UA-NCP59G] 

 ポルテ[CBA-NNP10/CBA-NNP11/CBA-NNP15/DBA-NNP10/DBA-NNP11/DBA-NNP15] 

 ラウム[CBA-EXZ10/CBA-EXZ15/CBA-NCZ20/CBA-NCZ25] 

 ヴィッツ[CBA-NCP13/CBA-SCP13/NCP10/NCP15] 

 ヴォルツ[ZZE136/ZZE137/ZZE138] 

ホンダ  キャパ[GA4/GA6] 

マツダ 

 ファミリア[BJ3P/BJ5P] 

 ファミリア S-ワゴン[BJ5W] 

 ロードスター[NB6C/NB8C] 

スズキ  カルタス ワゴン[GC21W/GC41W/GD31W] 

スバル  フォレスター[SF5/SF5(STi Ⅱ)/SF9] 

ダイハツ  パイザー[G301G/G303G/G311G] 

 

■WH00198 

トヨタ 

 SAI[DAA-AZK10] 

 アルファード[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-GGH30W/DBA-GGH35W] 

 アルファード ハイブリッド[DAA-AYH30W] 

 イプサム[TA-ACM26W] 

 ヴェルファイア[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-GGH30W/DBA-GGH35W] 

 ヴェルファイア ハイブリッド[DAA-AYH30W] 

 オーリス[DAA-ZWE186H/DBA-NRE185H/DBA-ZRE186H] 

 ガイア[CXM10G/SXM15G] 

 カムリ[DAA-AVV50/MCV21/SXV20/SXV25] 

 カローラ ルミオン[DBA-ZRE154N] 

 クラウン ロイヤル 



[DAA-AWS210/DAA-AWS211/DBA-GRS200/DBA-GRS201/DBA-GRS210/DBA-GRS211/JKS175/JZS171/JZ

S173/JZS175/JZS179] 

 クレスタ[GX105] 

 チェイサー[LX100] 

 ナディア[SXN10/SXN10H] 

 ブレイド[DBA-AZE154H/DBA-AZE156H/DBA-GRE156H] 

 マーク II[GX110/GX115/JZX110/JZX115] 

 マーク II ブリット[GH-JZX110W/TA-GX110W/TA-GX115W/TA-JZX110W/TA-JZX115W] 

 マーク X[DBA-GRX130] 

 マーク X ジオ[DBA-ANA10/DBA-ANA15/DBA-GGA10] 

日産 

 デュアリス[DBA-J10/DBA-KJ10/DBA-KNJ10/DBA-NJ10] 

 プリメーラ[TA-RP12/UA-QP12/UA-TNP12/UA-TP12] 

 プリメーラ ワゴン[WRP12/WTNP12/WTP12] 

 プレサージュ[UA-TU31] 

マツダ  トリビュート[EP3W/EPEW] 

三菱 

 アウトランダー[DBA-CW4W/DBA-CW5W/DBA-CW6W] 

 アウトランダー PHEV[DLA-GG2W] 

 デリカ D:5[DBA-CV2W] 

スズキ  エスクード[CBA-TD54W/CBA-TD94W/CBA-TDA4W/CBA-TDB4W] 

 

■WH00401 

BMW 

 1 シリーズ[DBA-1A16[F20]/DBA-1R15[F20]/LDA-1S20[F20]] 

 3 シリーズクーペ[GH-AV30[E46]/GH-AY20[E46]/GH-BX20[E46]] 

 3 シリーズツーリング 

[ABA-VR20[E91]/ABA-VR20[E91]/ABA-VS25[E91]/ABA-VS25[E91]/LBA-US20[E91]/LBA-US20[E91

]/LBA-UT25[E91]/LBA-UT25[E91]] 

 Z4[ABA-BU25[E85]/ABA-BU25[E85]/GH-BT22[E85]/GH-BT22[E85]/GH-BT25[E85]/GH-BT25[E85]] 

 

■WH00403 

トヨタ 

 SAI[DAA-AZK10] 

 WiLL VS[ZZE127] 

 アベンシス セダン[UA-AZT250] 

 アベンシス ワゴン[CBA-AZT250W/CBA-AZT251W/CBA-AZT255W/UA-AZT250W/UA-AZT255W] 

 アルファード[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-GGH30W/DBA-GGH35W] 

 アルファード ハイブリッド[DAA-AYH30W] 

 イプサム[TA-ACM26W] 

 ヴェルファイア[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-GGH30W/DBA-GGH35W] 

 ヴェルファイア ハイブリッド[DAA-AYH30W] 

 オーリス[DAA-ZWE186H/DBA-NRE185H/DBA-ZRE186H] 

 ガイア[CXM10G/SXM15G] 

 カムリ[DAA-AVV50/MCV21/SXV20/SXV25] 



 カリーナ[AT210/AT211/AT212/CT211/CT216/ST215] 

 カローラ ルミオン[DBA-ZRE154N] 

 カローラ スポーツ[3BA-NRE210H/3BA-NRE214H/6AA-ZWE211H] 

 クラウン ロイヤル 

[DAA-AWS210/DAA-AWS211/DBA-GRS200/DBA-GRS201/DBA-GRS210/DBA-GRS211/JKS175/JZS171/JZ

S173/JZS175/JZS179] 

 クレスタ[GX105] 

 シエンタ[DBA-NCP175G/DBA-NSP170G] 

 シエンタ ハイブリッド[DAA-NHP170G] 

 チェイサー[LX100] 

 ナディア[SXN10/SXN10H] 

 ブレイド[DBA-AZE154H/DBA-AZE156H/DBA-GRE156H] 

 プレミオ[AZT240/NZT240/ZZT240/ZZT245] 

 マーク II[GX110/GX115/JZX110/JZX115] 

 マーク II ブリット[GH-JZX110W/TA-GX110W/TA-GX115W/TA-JZX110W/TA-JZX115W] 

 マーク X[DBA-GRX130] 

 マーク X ジオ[DBA-ANA10/DBA-ANA15/DBA-GGA10] 

日産 

 デュアリス[DBA-J10/DBA-KJ10/DBA-KNJ10/DBA-NJ10] 

 プリメーラ[TA-RP12/UA-QP12/UA-TNP12/UA-TP12] 

 プリメーラ ワゴン[WRP12/WTNP12/WTP12] 

 プレサージュ[UA-TU31] 

マツダ  トリビュート[EP3W/EPEW] 

三菱 

 アウトランダー[DBA-CW4W/DBA-CW5W/DBA-CW6W] 

 アウトランダー PHEV[DLA-GG2W] 

 デリカ D:5[DBA-CV2W] 

スズキ  エスクード[CBA-TD54W/CBA-TD94W/CBA-TDA4W/CBA-TDB4W] 

スバル  フォレスター[SF5/SF9] 

 

■WH00405 

トヨタ 

 イスト[CBA-NCP61/DBA-NCP60/NCP60] 

 ヴィッツ[CBA-NCP13/CBA-SCP13/NCP10/SCP10] 

 サクシード ワゴン[CBA-NCP58G/CBA-NCP59G/DBA-NCP58G/DBA-NCP59G/UA-NCP58G/UA-NCP59G] 

 プロボックス ワゴン 

[CBA-NCP58G/CBA-NCP59G/DBA-NCP58G/DBA-NCP59G/UA-NCP58G/UA-NCP59G] 

 ポルテ[CBA-NNP10/CBA-NNP11/DBA-NNP10/DBA-NNP11/DBA-NNP15] 

 ラウム[CBA-NCZ20/CBA-NCZ25] 

マツダ 
 ファミリア[BJ5P] 

 ロードスター[NB6C/NB8C] 

 

■WH00197 

トヨタ  SAI[DAA-AZK10] 



 アルファード[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-GGH30W/DBA-GGH35W] 

 アルファード ハイブリッド[DAA-AYH30W] 

 イプサム[TA-ACM26W] 

 ヴェルファイア[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-GGH30W/DBA-GGH35W] 

 ヴェルファイア ハイブリッド[DAA-AYH30W] 

 オーリス[DAA-ZWE186H/DBA-NRE185H/DBA-ZRE186H] 

 ガイア[CXM10G/SXM15G] 

 カムリ[DAA-AVV50/MCV21/SXV20/SXV25] 

 カローラ ルミオン[DBA-ZRE154N] 

 クラウン ロイヤル 

[DAA-AWS210/DAA-AWS211/DBA-GRS200/DBA-GRS201/DBA-GRS210/DBA-GRS211/JKS175/JZS171/JZ

S173/JZS175/JZS179] 

 クレスタ[GX105] 

 チェイサー[LX100] 

 ナディア[SXN10/SXN10H] 

 ブレイド[DBA-AZE154H/DBA-AZE156H/DBA-GRE156H] 

 マーク II[GX110/GX115/JZX110/JZX115] 

 マーク II ブリット[GH-JZX110W/TA-GX110W/TA-GX115W/TA-JZX110W/TA-JZX115W] 

 マーク X[DBA-GRX130] 

 マーク X ジオ[DBA-ANA10/DBA-ANA15/DBA-GGA10] 

日産 

 デュアリス[DBA-J10/DBA-KJ10/DBA-KNJ10/DBA-NJ10] 

 プリメーラ[TA-RP12/UA-QP12/UA-TNP12/UA-TP12] 

 プリメーラ ワゴン[WRP12/WTNP12/WTP12] 

 プレサージュ[UA-TU31] 

マツダ  トリビュート[EP3W/EPEW] 

三菱 

 アウトランダー[DBA-CW4W/DBA-CW5W/DBA-CW6W] 

 アウトランダー PHEV[DLA-GG2W] 

 デリカ D:5[DBA-CV2W] 

スズキ  エスクード[CBA-TD54W/CBA-TD94W/CBA-TDA4W/CBA-TDB4W] 

 

■WH00402 

BMW 

 1 シリーズ[DBA-1A16[F20]/DBA-1R15[F20]/LDA-1S20[F20]] 

 3 シリーズクーペ[GH-AV30[E46]/GH-AY20[E46]/GH-BX20[E46]] 

 3 シリーズツーリング 

[ABA-VR20[E91]/ABA-VR20[E91]/ABA-VS25[E91]/ABA-VS25[E91]/LBA-US20[E91]/LBA-US20[E91

]/LBA-UT25[E91]/LBA-UT25[E91]] 

 Z4[ABA-BU25[E85]/ABA-BU25[E85]/GH-BT22[E85]/GH-BT22[E85]/GH-BT25[E85]/GH-BT25[E85]] 

 

■WH00404 

トヨタ 
 SAI[DAA-AZK10] 

 WiLL VS[ZZE127] 



 アベンシス セダン[UA-AZT250] 

 アベンシス ワゴン[CBA-AZT250W/CBA-AZT251W/CBA-AZT255W/UA-AZT250W/UA-AZT255W] 

 アルファード[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-GGH30W/DBA-GGH35W] 

 アルファード ハイブリッド[DAA-AYH30W] 

 イプサム[TA-ACM26W] 

 ヴェルファイア[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-GGH30W/DBA-GGH35W] 

 ヴェルファイア ハイブリッド[DAA-AYH30W] 

 オーリス[DAA-ZWE186H/DBA-NRE185H/DBA-ZRE186H] 

 ガイア[CXM10G/SXM15G] 

 カムリ[DAA-AVV50/MCV21/SXV20/SXV25] 

 カリーナ[AT210/AT211/AT212/CT211/CT216/ST215] 

 カローラ ルミオン[DBA-ZRE154N] 

 カローラ スポーツ[3BA-NRE210H/3BA-NRE214H/6AA-ZWE211H] 

 クラウン ロイヤル 

[DAA-AWS210/DAA-AWS211/DBA-GRS200/DBA-GRS201/DBA-GRS210/DBA-GRS211/JKS175/JZS171/JZ

S173/JZS175/JZS179] 

 クレスタ[GX105] 

 シエンタ[DBA-NCP175G/DBA-NSP170G] 

 シエンタ ハイブリッド[DAA-NHP170G] 

 チェイサー[LX100] 

 ナディア[SXN10/SXN10H] 

 ブレイド[DBA-AZE154H/DBA-AZE156H/DBA-GRE156H] 

 プレミオ[AZT240/NZT240/ZZT240/ZZT245] 

 マーク II[GX110/GX115/JZX110/JZX115] 

 マーク II ブリット[GH-JZX110W/TA-GX110W/TA-GX115W/TA-JZX110W/TA-JZX115W] 

 マーク X[DBA-GRX130] 

 マーク X ジオ[DBA-ANA10/DBA-ANA15/DBA-GGA10] 

日産 

 ステージア[WGNC34] 

 デュアリス[DBA-J10/DBA-KJ10/DBA-KNJ10/DBA-NJ10] 

 プリメーラ[TA-RP12/UA-QP12/UA-TNP12/UA-TP12] 

 プリメーラ ワゴン[WRP12/WTNP12/WTP12] 

 プレサージュ[UA-TU31] 

マツダ  トリビュート[EP3W/EPEW] 

三菱 

 アウトランダー[DBA-CW4W/DBA-CW5W/DBA-CW6W] 

 アウトランダー PHEV[DLA-GG2W] 

 デリカ D:5[DBA-CV2W] 

スズキ  エスクード[CBA-TD54W/CBA-TD94W/CBA-TDA4W/CBA-TDB4W] 

スバル  フォレスター[SF5/SF9] 

 

■WH00406 

トヨタ  イスト[CBA-NCP61/DBA-NCP60/NCP60] 



 ヴィッツ[CBA-NCP13/CBA-SCP13/NCP10/SCP10] 

 サクシード ワゴン[CBA-NCP58G/CBA-NCP59G/DBA-NCP58G/DBA-NCP59G/UA-NCP58G/UA-NCP59G] 

 プロボックス ワゴン 

[CBA-NCP58G/CBA-NCP59G/DBA-NCP58G/DBA-NCP59G/UA-NCP58G/UA-NCP59G] 

 ポルテ[CBA-NNP10/CBA-NNP11/DBA-NNP10/DBA-NNP11/DBA-NNP15] 

 ラウム[CBA-NCZ20/CBA-NCZ25] 

マツダ 
 ファミリア[BJ5P] 

 ロードスター[NB6C/NB8C] 

 

■WH04812 

トヨタ 

 イスト[CBA-NCP61/DBA-NCP60/NCP60] 

 ヴィッツ[CBA-NCP13/CBA-SCP13/NCP10/SCP10] 

 サクシード ワゴン[CBA-NCP58G/CBA-NCP59G/DBA-NCP58G/DBA-NCP59G/UA-NCP58G/UA-NCP59G] 

 プロボックス ワゴン 

[CBA-NCP58G/CBA-NCP59G/DBA-NCP58G/DBA-NCP59G/UA-NCP58G/UA-NCP59G] 

 ポルテ[CBA-NNP10/CBA-NNP11/DBA-NNP10/DBA-NNP11/DBA-NNP15] 

 ラウム[CBA-NCZ20/CBA-NCZ25] 

マツダ 
 ファミリア[BJ5P] 

 ロードスター[NB6C/NB8C] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 4 

 

RS-601以外の表示が適切でないホイール 

 

 AW-190 

 AW-166 

 AW-102 

 AW-205 

 AW-279A 

 AW-105 

 AW-082A 

 AW-241 

 Verthandi KR307 

 Verthandi KR732 

 Verthandi KR1074 

 Verthandi KR745 

 Verthandi KR721 

 Verthandi KR1062 

 Eques EQA66 

 Eques EQ161D 

 EMR-108 



別紙 5 

 

RS-601以外の表示が適切でないホイールの写真 

 

■AW-190 

 XFMBK ﾌﾞﾗｯｸ&ﾎﾟﾘｯｼｭ 

 

 

 XFMS ｼﾙﾊﾞｰ&ﾎﾟﾘｯｼｭ 

 

 

 XMIBK ﾌﾞﾗｯｸ&ﾘﾑﾎﾟﾘｯｼｭ 

 

 



 XFMGM2 ｶﾞﾝﾒﾀ&ﾎﾟﾘｯｼｭ 

 

 

 XFMW ﾎﾜｲﾄ&ﾎﾟﾘｯｼｭ 

 

 

■AW-166 

 XMIBK ﾌﾞﾗｯｸ&ﾘﾑﾎﾟﾘｯｼｭ 

 

 

 

 

 

 



 

 XMIS ｼﾙﾊﾞｰ&ﾘﾑﾎﾟﾘｯｼｭ 

 

 

■AW-102 

 XFMS ｼﾙﾊﾞｰ&ﾘﾑﾎﾟﾘｯｼｭ 

 

 

 XMIBK ﾌﾞﾗｯｸ&ﾘﾑﾎﾟﾘｯｼｭ 

 

 

 

 

 



 

■AW-205 

 XMIBK ﾌﾞﾗｯｸ&ﾘﾑﾎﾟﾘｯｼｭ 

 

 

 XMIS ｼﾙﾊﾞｰ&ﾘﾑﾎﾟﾘｯｼｭ 

 

 

■AW-279A 

 FMBK ﾌﾞﾗｯｸ&ﾎﾟﾘｯｼｭ 

 

 

 

 



 

■AW-105 

 BK ﾌﾙﾌﾞﾗｯｸ 

 

 

■AW-082A 

 XMIBK ﾌﾞﾗｯｸ&ﾘﾑﾎﾟﾘｯｼｭ 

 

 

■AW-241 

 XFMBK ﾌﾞﾗｯｸ&ﾎﾟﾘｯｼｭ 

 

 

 



 

 XFMS ｼﾙﾊﾞｰ&ﾎﾟﾘｯｼｭ 

 

 

■Verthandi KR307 

 MBKL ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ&ﾘﾑﾎﾟﾘｯｼｭ 

 

 

 MSL ﾏｯﾄｼﾙﾊﾞｰ&ﾘﾑﾎﾟﾘｯｼｭ 

 

 

 

 

 



 

■Verthandi KR732 

 MBKF ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ&ﾎﾟﾘｯｼｭ 

 

 

■Verthandi KR1074 

 BKL ﾌﾞﾗｯｸ&ﾘﾑﾎﾟﾘｯｼｭ 

 

 

 SL ｼﾙﾊﾞｰ&ﾘﾑﾎﾟﾘｯｼｭ 

 

 

 

 

 

 



■Verthandi KR745 

 SL ｼﾙﾊﾞｰ&ﾘﾑﾎﾟﾘｯｼｭ 

 

 

■Verthandi KR721 

 BKF ﾌﾞﾗｯｸ&ﾎﾟﾘｯｼｭ 

 

■Verthandi KR1062 

 CMBK1 ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ&ｽﾃﾝﾚｽﾘﾑ 

 



 

■Eques EQA66 

 MG/LP ﾏｯﾄｸﾞﾚｰﾘｯﾌﾟﾎﾟﾘｯｼｭ 

 

 

■Eques EQ161D 

 S/BKP ｼｬｲﾆｰﾌﾞﾗｯｸ&ﾎﾟﾘｯｼｭ 

 

 

■EMR-108 

 S シルバー 

 

 



別紙 6 

 

RS-601 以外の表示が適切でないホイールの品番 

 

■AW-190 

品番 規格 

WH00016 14×6.0 +38 100×4 XFMBK 

WH00017 15×6.5 +40 100×4 XFMBK 

WH00026 17×5.5 +45 100×4 XFMBK 

WH00028 17×5.5 +45 100×4 XFMS 

WH00099 17×5.5 +45 100×4 XMIBK 

WH00095 17×6.0 +45 100×4 XFMBK 

WH00042 17×7.0 +38 114.3×5 XFMBK 

WH00067 17×7.0 +42 100×4 XFMBK 

WH00065 17×7.0 +42 100×4 XFMS 

WH00064 17×7.0 +42 100×4 XMIBK 

WH00061 17×7.0 +45 114.3×5 XFMBK 

WH00146 18×5.5 +45 100×4 XFMBK 

WH00149 18×5.5 +45 100×4 XFMS 

WH00308 18×7.5 +38 114.3×5 XFMBK 

WH00128 18×7.5 +45 100×4 XFMBK 

WH00062 18×7.5 +45 100×5 XFMBK 

WH00008 18×7.5 +45 100×5 XFMGM2 

WH00009 18×7.5 +45 114.3×5 XFMBK 

WH00309 18×7.5 +53 114.3×5 XFMBK 

WH00310 18×8.0 +35 114.3×5 XFMBK 

WH00348 18×8.0 +35 114.3×5 XMIBK 

WH00019 18×8.0 +40 114.3×5 XFMBK 

WH00186 18×8.0 +40 114.3×5 XMIBK 

WH00352 19×8.0 +35 114.3×5 XFMBK 

WH00020 19×8.0 +40 114.3×5 XFMBK 

WH00350 19×8.0 +45 114.3×5 XFMBK 

WH00351 19×8.0 +53 114.3×5 XFMBK 

WH00021 19×9.5 +40 114.3×5 XFMBK 

WH00010 20×8.0 +40 114.3×5 XFMBK 

WH00034 20×8.0 +45 100×5 XFMBK 

WH00081 20×8.0 +45 100×5 XFMW 

WH00164 20×8.0 +45 114.3×5 XFMBK 

 

 



■AW-166 

品番 規格 

WH00023 16×5.5 +45 100×4 XMIBK 

WH00012 16×5.5 +45 100×4 XMIS 

WH00024 17×5.5 +45 100×4 XMIBK 

WH00013 17×5.5 +45 100×4 XMIS 

WH00145 18×5.5 +45 100×4 XMIBK 

WH00144 18×5.5 +45 100×4 XMIS 

 

■AW-102 

品番 規格 

WH00038 17×7.0 +45 100×4 XFMS 

WH00039 17×7.0 +45 100×4 XMIBK 

 

■AW-205 

品番 規格 

WH00052 17×7.0 +45 100×4 XMIBK 

WH00167 18×5.5 +45 100×4 XMIBK 

WH00165 18×5.5 +45 100×4 XMIS 

 

■AW-279A 

品番 規格 

WH00236 15×6.5 +40 100×4 FMBK 

WH00237 16×7.0 +45 100×4 FMBK 

WH00238 17×7.0 +45 100×4 FMBK 

WH00083 17×7.0 +45 100×5 FMBK 

 

■AW-105 

品番 規格 

WH00084 13×6.0 +10 100×4 BK 

 

■AW-082A 

品番 規格 

WH00091 15×7.0 +35 100×4 XMIBK 

 

■AW-241 

品番 規格 

WH00176 17×7.0 +45 114.3×5 XFMBK 

WH00150 18×5.5 +45 100×4 XFMBK 

WH00161 18×5.5 +45 100×4 XFMS 



WH00192 20×7.5 +45 100×5 XFMBK 

 

 

■Verthandi KR307 

品番 規格 

WH00502 16×7.0 +40 100×4 MBKL 

WH00449 16×7.0 +45 100×5 MBKL 

WH00450 16×7.0 +45 100×5 MSL 

 

■Verthandi KR732 

品番 規格 

WH00453 15×6.5 +40 100×5 MBKF 

WH00454 16×7.0 +40 100×4 MBKF 

WH00455 16×7.0 +45 100×5 MBKF 

WH00456 16×7.0 +48 114.3×5 MBKF 

 

■Verthandi KR1074 

品番 規格 

WH00459 16×7.0 +35 100×4 BKL 

WH00460 16×7.0 +35 100×4 SL 

 

■Verthandi KR745 

品番 規格 

WH00466 17×7.0 +42 100×4 SL 

 

■Verthandi KR721 

品番 規格 

WH00471 14×5.5 +38 100×4 BKF 

 

■Verthandi KR1062 

品番 規格 

WH00479 18×9.0 +35 112×5/120×5 CMBK1 

 

■Eques EQA66 

品番 規格 

WH01032 20×8.5 +42 114.3×5 MG/LP 

 

■Eques EQ161D 

品番 規格 

WH01053 20×9.5 +30 120×5 S/BKP 



WH01048 20×9.5 +45 114.3×5 S/BKP 

 

■EMR-108 

品番 規格 

WH01613 16×8.0 -01 139.7×6 S 

 



別紙 7 

 

RS-601以外の表示が適切でないホイールの適合車種 

 

■AW-190 

 WH00016 

トヨタ 

 bB[CBA-QNC25] 

 ヴィッツ[CBA-NCP13/CBA-SCP13/NCP10/SCP10] 

 カローラ[CBA-NZE124/CBA-ZZE122/CBA-ZZE124] 

 カローラ フィールダー[CE121G/NZE124G/ZZE122G] 

 サクシード ワゴン[CBA-NCP58G/CBA-NCP59G/DBA-NCP58G/DBA-NCP59G/UA-NCP58G/UA-NCP59G] 

 シエンタ[DBA-NCP81G/DBA-NCP85G/UA-NCP81G/UA-NCP85G] 

 スパーキー[S231E] 

 プラッツ[CBA-NCP12/CBA-SCP11] 

 プロボックス ワゴン 

[CBA-NCP58G/CBA-NCP59G/DBA-NCP58G/DBA-NCP59G/UA-NCP58G/UA-NCP59G] 

 ベルタ[CBA-NCP96/DBA-KSP92/DBA-SCP92] 

 ポルテ[CBA-NNP10/CBA-NNP11/DBA-NNP10/DBA-NNP11/DBA-NNP15] 

 ラウム[CBA-NCZ20/CBA-NCZ25] 

日産 
 キューブ[ANZ10/AZ10] 

 ラティオ[DBA-N17] 

マツダ 

 デミオ[DBA-DE3AS/DBA-DE3FS/DBA-DEJFS] 

 ファミリア[BJ5P] 

 ベリーサ[DBA-DC5R/DBA-DC5W] 

 ロードスター[NB6C/NB8C] 

三菱 

 コルト[ABA-Z23A/DBA-Z21A/DBA-Z22A/DBA-Z23A/DBA-Z24A/Z21A/Z22A/Z23A/Z24A] 

 コルト プラス[DBA-Z23W/DBA-Z24W] 

 ミラージュ[DBA-A03A/DBA-A05A] 

スズキ  エリオ セダン[ABA-RA21S/ABA-RC51S/CBA-RA21S] 

スバル  デックス[CBA-M401F/DBA-M401F/DBA-M411F] 

ダイハツ 
 クー[CBA-M401S/CBA-M402S/CBA-M411S] 

 ストーリア[M100S/M101S/M110S] 

 

 WH00017 

トヨタ 

 bB[CBA-QNC20/CBA-QNC21/CBA-QNC25] 

 アレックス[TA-ZZE123] 

 ヴィッツ[CBA-NCP13/CBA-NCP95/CBA-SCP13/DBA-KSP90/DBA-NCP91/DBA-SCP90/NCP10/SCP10] 

 カローラ[CBA-NZE124/CBA-ZZE122/CBA-ZZE124] 

 カローラ アクシオ[DBA-NZE144] 

 カローラ フィールダー 

[CE121G/DBA-NRE161G/DBA-NZE144G/DBA-ZRE142G/DBA-ZRE144G/DBA-ZRE162G/NZE124G/ZZE122G



/ZZE123G] 

 カローラ フィールダー ハイブリッド[DAA-NKE165G] 

 サクシード ワゴン[CBA-NCP58G/CBA-NCP59G/DBA-NCP58G/DBA-NCP59G/UA-NCP58G/UA-NCP59G] 

 パッソ[DBA-KGC35] 

 プロボックス ワゴン 

[CBA-NCP58G/CBA-NCP59G/DBA-NCP58G/DBA-NCP59G/UA-NCP58G/UA-NCP59G] 

 ポルテ[CBA-NNP10/CBA-NNP11/DBA-NNP10/DBA-NNP11/DBA-NNP15] 

ホンダ 

 シビック フェリオ[ABA-ES2/ABA-ET2/CBA-ES1/CBA-ES3] 

 フィット[DBA-GD1] 

 フィット アリア[DBA-GD6/DBA-GD7/DBA-GD8/DBA-GD9] 

日産 

 ティーダ[CBA-JC11(A/T)/DBA-C11/DBA-JC11(A/T)/DBA-NC11] 

 ティーダ ラティオ[DBA-SC11/DBA-SNC11] 

 ノート[CBA-ZE11/DBA-E11/DBA-NE11] 

マツダ 

 デミオ 

[DBA-DE3AS/DBA-DE3FS/DBA-DE5FS/DBA-DEJFS/DBA-DY3R/DBA-DY3W/DBA-DY5R/DBA-DY5W/LA-DY3

R/LA-DY3W/LA-DY5R/LA-DY5W] 

 ファミリア[BJ5P] 

 ベリーサ[DBA-DC5R/DBA-DC5W] 

 ロードスター[NB6C/NB8C] 

三菱 
 コルト[ABA-Z23A/CBA-Z27A/DBA-Z21A/DBA-Z22A/DBA-Z23A/DBA-Z24A/Z21A/Z22A/Z23A/Z24A] 

 コルト プラス[DBA-Z23W/DBA-Z24W] 

スズキ 
 エリオ セダン[ABA-RA21S/ABA-RC51S/CBA-RA21S] 

 スイフト[DBA-ZD11S/DBA-ZD21S] 

スバル  デックス[CBA-M401F/DBA-M401F/DBA-M411F] 

ダイハツ 
 クー[CBA-M401S/CBA-M402S/CBA-M411S] 

 ブーン[DBA-M601S] 

 

 WH00026 

トヨタ 

ピクシス エポック[DBA-LA300A/DBA-LA310A] 

ピクシス ジョイ C[DBA-LA250A/DBA-LA260A] 

ピクシス ジョイ F[DBA-LA250A/DBA-LA260A] 

ピクシス ジョイ S[DBA-LA250A/DBA-LA260A] 

ピクシス スペース[DBA-L575A/DBA-L585A] 

ホンダ 

N-BOX +[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-BOX + カスタム[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-BOX SLASH[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-ONE[DBA-JG1/DBA-JG2] 

N-WGN[DBA-JH1/DBA-JH2] 

N-WGN カスタム[DBA-JH1/DBA-JH2] 

ゼスト[CBA-JE2/DBA-JE1] 

ゼストスパーク[CBA-JE2/DBA-JE1] 



ライフ[CBA-JC2/DBA-JC1] 

日産 

デイズ[DBA-B21W] 

デイズ ルークス[DBA-B21A] 

モコ[CBA-MG22S/DBA-MG22S/DBA-MG33S] 

ルークス[CBA-ML21S/DBA-ML21S] 

マツダ 

フレア[DAA-MJ44S/DBA-MJ34S] 

フレア カスタムスタイル[DAA-MJ44S/DBA-MJ34S] 

フレア クロスオーバー[DAA-MS41S/DBA-MS31S] 

フレアワゴン[DAA-MM42S/DBA-MM32S] 

フレアワゴン カスタムスタイル[DAA-MM42S/DBA-MM32S] 

フレアワゴン タフスタイル[DAA-MM53S] 

三菱 

eK スペース[DBA-B11A] 

eK スペースカスタム[DBA-B11A] 

デリカ D:2[DBA-MB15S] 

ミラージュ[DBA-A03A/DBA-A05A] 

スズキ 

Kei[ABA-HN22S/CBA-HN22S/LA-HN22S/TA-HN22S/UA-HN22S] 

MR ワゴン[DBA-MF33S] 

MR ワゴン Wit[DBA-MF33S] 

アルト[DBA-HA25S/DBA-HA36S] 

アルト ECO[DBA-HA35S] 

アルト ラパン[DBA-HE22S/DBA-HE33S] 

アルト ラパン ショコラ[DBA-HE22S] 

アルト ワークス[DBA-HA36S] 

スペーシア[DAA-MK42S/DBA-MK32S] 

スペーシア カスタム[DAA-MK42S/DBA-MK32S] 

スペーシア ギア[DAA-MK53S] 

ハスラー[DAA-MR41S/DBA-MR31S] 

ハスラー J スタイル[DAA-MR41S] 

パレット[CBA-MK21S/DBA-MK21S] 

パレット SW[CBA-MK21S/DBA-MK21S] 

ワゴン R 

[CBA-MH22S/CBA-MH23S/DAA-MH44S/DAA-MH55S/DBA-MH22S/DBA-MH23S/DBA-MH34S/DBA-MH35S/MH

21S] 

ワゴン R RR[CBA-MH22S/MH21S] 

ワゴン R スティングレー[CBA-MH23S/DAA-MH44S/DAA-MH55S/DBA-MH23S/DBA-MH34S/DBA-MH35S] 

スバル 

シフォン[DBA-LA600F/DBA-LA610F] 

シフォン カスタム[DBA-LA600F/DBA-LA610F] 

ステラ[DBA-LA100F/DBA-LA110F] 

ステラ カスタム[ABA-RN1/ABA-RN2/DBA-LA100F/DBA-LA110F/DBA-RN1/DBA-RN2] 

ダイハツ 
アトレー ワゴン[TA-S320G/TA-S330G] 

ウェイク[DBA-LA700S/DBA-LA710S] 



キャスト アクティバ[DBA-LA250S/DBA-LA260S] 

キャスト スタイル[DBA-LA250S/DBA-LA260S] 

キャスト スポーツ[DBA-LA250S/DBA-LA260S] 

タント[CBA-L385S/DBA-L375S/DBA-L385S/DBA-LA600S/DBA-LA610S] 

タント カスタム[CBA-L375S/CBA-L385S/DBA-L375S/DBA-L385S/DBA-LA600S/DBA-LA610S] 

ハイゼット キャディー[HBD-LA700V/HBD-LA710V] 

ミラ イース[DBA-LA300S/DBA-LA310S] 

ミラ カスタム[CBA-L275S/CBA-L285S/DBA-L275S/DBA-L285S] 

ミラ トコット[DBA-LA550S/DBA-LA560S] 

ムーヴ[DBA-L175S/DBA-L185S/DBA-LA100S/DBA-LA110S/DBA-LA150S/DBA-LA160S/L150S/L160S] 

ムーヴ カスタム 

[CBA-L175S/CBA-LA100S/CBA-LA110S/DBA-L175S/DBA-L185S/DBA-LA100S/DBA-LA110S/DBA-LA15

0S/DBA-LA160S/L150S/L152S/L160S] 

 

 WH00028 

トヨタ 

 ピクシス エポック[DBA-LA300A/DBA-LA310A] 

 ピクシス ジョイ C[DBA-LA250A/DBA-LA260A] 

 ピクシス ジョイ F[DBA-LA250A/DBA-LA260A] 

 ピクシス ジョイ S[DBA-LA250A/DBA-LA260A] 

 ピクシス スペース[DBA-L575A/DBA-L585A] 

ホンダ 

 N-BOX +[DBA-JF1/DBA-JF2] 

 N-BOX + カスタム[DBA-JF1/DBA-JF2] 

 N-BOX SLASH[DBA-JF1/DBA-JF2] 

 N-ONE[DBA-JG1/DBA-JG2] 

 N-WGN[DBA-JH1/DBA-JH2] 

 N-WGN カスタム[DBA-JH1/DBA-JH2] 

 ゼスト[CBA-JE2/DBA-JE1] 

 ゼストスパーク[CBA-JE2/DBA-JE1] 

 ライフ[CBA-JC2/DBA-JC1] 

日産 

 デイズ[DBA-B21W] 

 デイズ ルークス[DBA-B21A] 

 モコ[CBA-MG22S/DBA-MG22S/DBA-MG33S] 

 ルークス[CBA-ML21S/DBA-ML21S] 

マツダ 

 フレア[DAA-MJ44S/DBA-MJ34S] 

 フレア カスタムスタイル[DAA-MJ44S/DBA-MJ34S] 

 フレア クロスオーバー[DAA-MS41S/DBA-MS31S] 

 フレアワゴン[DAA-MM42S/DBA-MM32S] 

 フレアワゴン カスタムスタイル[DAA-MM42S/DBA-MM32S] 

 フレアワゴン タフスタイル[DAA-MM53S] 

三菱 
 eK スペース[DBA-B11A] 

 eK スペースカスタム[DBA-B11A] 



 デリカ D:2[DBA-MB15S] 

 ミラージュ[DBA-A03A/DBA-A05A] 

スズキ 

 Kei[ABA-HN22S/CBA-HN22S/LA-HN22S/TA-HN22S/UA-HN22S] 

 MR ワゴン[DBA-MF33S] 

 MR ワゴン Wit[DBA-MF33S] 

 アルト[DBA-HA25S/DBA-HA36S] 

 アルト ECO[DBA-HA35S] 

 アルト ラパン[DBA-HE22S/DBA-HE33S] 

 アルト ラパン ショコラ[DBA-HE22S] 

 アルト ワークス[DBA-HA36S] 

 スペーシア[DAA-MK42S/DBA-MK32S] 

 スペーシア カスタム[DAA-MK42S/DBA-MK32S] 

 スペーシア ギア[DAA-MK53S] 

 ハスラー[DAA-MR41S/DBA-MR31S] 

 ハスラー J スタイル[DAA-MR41S] 

 パレット[CBA-MK21S/DBA-MK21S] 

 パレット SW[CBA-MK21S/DBA-MK21S] 

 ワゴン R 

[CBA-MH22S/CBA-MH23S/DAA-MH44S/DAA-MH55S/DBA-MH22S/DBA-MH23S/DBA-MH34S/DBA-MH35S/MH

21S] 

 ワゴン R RR[CBA-MH22S/MH21S] 

 ワゴン R スティングレー[CBA-MH23S/DAA-MH44S/DAA-MH55S/DBA-MH23S/DBA-MH34S/DBA-MH35S] 

スバル 

 シフォン[DBA-LA600F/DBA-LA610F] 

 シフォン カスタム[DBA-LA600F/DBA-LA610F] 

 ステラ[DBA-LA100F/DBA-LA110F] 

 ステラ カスタム[ABA-RN1/ABA-RN2/DBA-LA100F/DBA-LA110F/DBA-RN1/DBA-RN2] 

ダイハツ 

 アトレー ワゴン[TA-S320G/TA-S330G] 

 ウェイク[DBA-LA700S/DBA-LA710S] 

 キャスト アクティバ[DBA-LA250S/DBA-LA260S] 

 キャスト スタイル[DBA-LA250S/DBA-LA260S] 

 キャスト スポーツ[DBA-LA250S/DBA-LA260S] 

 タント[CBA-L385S/DBA-L375S/DBA-L385S/DBA-LA600S/DBA-LA610S] 

 タント カスタム[CBA-L375S/CBA-L385S/DBA-L375S/DBA-L385S/DBA-LA600S/DBA-LA610S] 

 ハイゼット キャディー[HBD-LA700V/HBD-LA710V] 

 ミラ イース[DBA-LA300S/DBA-LA310S] 

 ミラ カスタム[CBA-L275S/CBA-L285S/DBA-L275S/DBA-L285S] 

 ミラ トコット[DBA-LA550S/DBA-LA560S] 

 ムーヴ[DBA-L175S/DBA-L185S/DBA-LA100S/DBA-LA110S/DBA-LA150S/DBA-LA160S/L150S/L160S] 

 ムーヴ カスタム 

[CBA-L175S/CBA-LA100S/CBA-LA110S/DBA-L175S/DBA-L185S/DBA-LA100S/DBA-LA110S/DBA-LA15

0S/DBA-LA160S/L150S/L152S/L160S] 



 

 WH00099 

トヨタ 

ピクシス エポック[DBA-LA300A/DBA-LA310A] 

ピクシス ジョイ C[DBA-LA250A/DBA-LA260A] 

ピクシス ジョイ F[DBA-LA250A/DBA-LA260A] 

ピクシス ジョイ S[DBA-LA250A/DBA-LA260A] 

ピクシス スペース[DBA-L575A/DBA-L585A] 

ホンダ 

N-BOX +[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-BOX + カスタム[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-BOX SLASH[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-ONE[DBA-JG1/DBA-JG2] 

N-WGN[DBA-JH1/DBA-JH2] 

N-WGN カスタム[DBA-JH1/DBA-JH2] 

ゼスト[CBA-JE2/DBA-JE1] 

ゼストスパーク[CBA-JE2/DBA-JE1] 

ライフ[CBA-JC2/DBA-JC1] 

日産 

デイズ[DBA-B21W] 

デイズ ルークス[DBA-B21A] 

モコ[CBA-MG22S/DBA-MG22S/DBA-MG33S] 

ルークス[CBA-ML21S/DBA-ML21S] 

マツダ 

フレア[DAA-MJ44S/DBA-MJ34S] 

フレア カスタムスタイル[DAA-MJ44S/DBA-MJ34S] 

フレア クロスオーバー[DAA-MS41S/DBA-MS31S] 

フレアワゴン[DAA-MM42S/DBA-MM32S] 

フレアワゴン カスタムスタイル[DAA-MM42S/DBA-MM32S] 

フレアワゴン タフスタイル[DAA-MM53S] 

三菱 

eKスペース[DBA-B11A] 

eKスペースカスタム[DBA-B11A] 

デリカ D:2[DBA-MB15S] 

ミラージュ[DBA-A03A/DBA-A05A] 

スズキ 

Kei[ABA-HN22S/CBA-HN22S/LA-HN22S/TA-HN22S/UA-HN22S] 

MR ワゴン[DBA-MF33S] 

MR ワゴン Wit[DBA-MF33S] 

アルト[DBA-HA25S/DBA-HA36S] 

アルト ECO[DBA-HA35S] 

アルト ラパン[DBA-HE22S/DBA-HE33S] 

アルト ラパン ショコラ[DBA-HE22S] 

アルト ワークス[DBA-HA36S] 

スペーシア[DAA-MK42S/DBA-MK32S] 

スペーシア カスタム[DAA-MK42S/DBA-MK32S] 

スペーシア ギア[DAA-MK53S] 



ハスラー[DAA-MR41S/DBA-MR31S] 

ハスラー J スタイル[DAA-MR41S] 

パレット[CBA-MK21S/DBA-MK21S] 

パレット SW[CBA-MK21S/DBA-MK21S] 

ワゴン 

R[CBA-MH22S/CBA-MH23S/DAA-MH44S/DAA-MH55S/DBA-MH22S/DBA-MH23S/DBA-MH34S/DBA-MH35S/M

H21S] 

ワゴン R RR[CBA-MH22S/MH21S] 

ワゴン R スティングレー 

[CBA-MH23S/DAA-MH44S/DAA-MH55S/DBA-MH23S/DBA-MH34S/DBA-MH35S] 

スバル 

シフォン[DBA-LA600F/DBA-LA610F] 

シフォン カスタム[DBA-LA600F/DBA-LA610F] 

ステラ[DBA-LA100F/DBA-LA110F] 

ステラ カスタム[ABA-RN1/ABA-RN2/DBA-LA100F/DBA-LA110F/DBA-RN1/DBA-RN2] 

ダイハツ 

アトレー ワゴン[TA-S320G/TA-S330G] 

ウェイク[DBA-LA700S/DBA-LA710S] 

キャスト アクティバ[DBA-LA250S/DBA-LA260S] 

キャスト スタイル[DBA-LA250S/DBA-LA260S] 

キャスト スポーツ[DBA-LA250S/DBA-LA260S] 

タント[CBA-L385S/DBA-L375S/DBA-L385S/DBA-LA600S/DBA-LA610S] 

タント カスタム[CBA-L375S/CBA-L385S/DBA-L375S/DBA-L385S/DBA-LA600S/DBA-LA610S] 

ハイゼット キャディー[HBD-LA700V/HBD-LA710V] 

ミラ イース[DBA-LA300S/DBA-LA310S] 

ミラ カスタム[CBA-L275S/CBA-L285S/DBA-L275S/DBA-L285S] 

ミラ トコット[DBA-LA550S/DBA-LA560S] 

ムーヴ[DBA-L175S/DBA-L185S/DBA-LA100S/DBA-LA110S/DBA-LA150S/DBA-LA160S/L150S/L160S] 

ムーヴ カスタム 

[CBA-L175S/CBA-LA100S/CBA-LA110S/DBA-L175S/DBA-L185S/DBA-LA100S/DBA-LA110S/DBA-LA15

0S/DBA-LA160S/L150S/L152S/L160S] 

 

 WH00095 

スズキ 
イグニス[DAA-FF21S] 

スイフト[DBA-ZC72S/DBA-ZD72S] 

 

 WH00042 

トヨタ 

RAV4[DBA-ACA31W/DBA-ACA36W] 

SAI[DAA-AZK10] 

アルファード 

[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-ANH10W/DBA-ANH20W/DBA-ANH25W/DBA-GGH20W/DBA-GGH25W/DBA-G

GH30W/DBA-GGH35W] 

アルファード ハイブリッド[DAA-ATH20W/DAA-AYH30W] 



イプサム[TA-ACM26W] 

ヴェルファイア 

[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-ANH20W/DBA-ANH25W/DBA-GGH20W/DBA-GGH25W/DBA-GGH30W/DBA-G

GH35W] 

ヴェルファイア ハイブリッド[DAA-ATH20W/DAA-AYH30W] 

エスティマ[DBA-ACR50W/DBA-ACR55W/DBA-GSR50W/DBA-GSR55W] 

ガイア[CXM10G/SXM15G] 

カムリ[DAA-AVV50/MCV21/SXV20/SXV25] 

カローラ ルミオン[DBA-ZRE154N] 

クラウン[6AA-AZSH20/6AA-AZSH21] 

クラウン アスリート[DBA-ARS210/DBA-GRS210/DBA-GRS211] 

クラウン アスリート ハイブリッド[DAA-AWS210/DAA-AWS211] 

クラウン ロイヤル 

[DAA-AWS210/DAA-AWS211/DBA-GRS200/DBA-GRS201/DBA-GRS202/DBA-GRS203/DBA-GRS210/DBA-G

RS211/JKS175/JZS171/JZS173/JZS175/JZS179] 

クレスタ[GX105] 

チェイサー[LX100] 

ナディア[SXN10/SXN10H] 

ハリアー 

[CBA-ACU30W/CBA-ACU35W/CBA-MCU30W/CBA-MCU31W/CBA-MCU35W/CBA-MCU36W/DBA-GSU30W/DBA-G

SU31W/DBA-GSU35W/DBA-GSU36W/DBA-ZSU60W/DBA-ZSU65W] 

プリウスα[DAA-ZVW40W] 

ブレイド[DBA-AZE154H/DBA-AZE156H/DBA-GRE156H] 

マーク II[GX110/GX115/JZX110/JZX115] 

マーク II ブリット[GH-JZX110W/TA-GX110W/TA-GX115W/TA-JZX110W/TA-JZX115W] 

マーク X[DBA-GRX130] 

マーク X ジオ[DBA-ANA10/DBA-ANA15/DBA-GGA10] 

ホンダ ストリーム[RN1/RN2/RN3/RN4] 

日産 

エクストレイル[DAA-HNT32/DBA-NT32/DBA-T32] 

グロリア[ENY34/HY34/MY34] 

ジューク[CBA-NF15/DBA-YF15] 

シルフィ[DBA-TB17] 

スカイライン[DBA-V36] 

ステージア[WGNC34] 

ティアナ[CBA-PJ32/CBA-TNJ32/DBA-J32] 

デュアリス[DBA-J10/DBA-KJ10/DBA-KNJ10/DBA-NJ10] 

フーガ[CBA-GY50/CBA-PNY50/CBA-PY50/CBA-Y50/DBA-PNY50/DBA-PY50/DBA-Y50] 

プリメーラ[TA-RP12/UA-QP12/UA-TNP12/UA-TP12] 

プリメーラ ワゴン[WRP12/WTNP12/WTP12] 

プレサージュ[UA-TU31] 

プレジデント[PGF50] 



リーフ[ZAA-AZE0] 

マツダ 

CX-5[DBA-KF5P/DBA-KFEP/LDA-KF2P] 

RX-8[ABA-SE3P/CBA-SE3P/LA-SE3P] 

トリビュート[EP3W/EPEW] 

三菱 

アウトランダー[DBA-CW4W/DBA-CW5W/DBA-CW6W] 

アウトランダー PHEV[DLA-GG2W] 

デリカ D:5[DBA-CV2W] 

スズキ エスクード[CBA-TD54W/CBA-TD94W/CBA-TDA4W/CBA-TDB4W] 

ダイハツ 
アルティス[DAA-AVV50N] 

メビウス[DAA-ZVW41N] 

 

 WH00067 

トヨタ 

bB[CBA-QNC20/CBA-QNC21/CBA-QNC25] 

ヴィッツ 

[CBA-NCP13/CBA-SCP13/DAA-NHP130/DBA-KSP130/DBA-NCP131/DBA-NSP130/NCP10/SCP10] 

カローラ アクシオ[DBA-NZE144/DBA-NZE161/DBA-NZE164] 

カローラ アクシオ ハイブリッド[DAA-NKE165] 

スペイド[DBA-NSP140] 

ホンダ 
シビック[ABA-EU4/EU1/EU2] 

フィット[DBA-GD1] 

日産 ラティオ[DBA-N17] 

マツダ 
デミオ[CBA-DJLFS/DBA-DE3AS/DBA-DE3FS/DBA-DE5FS/DBA-DEJFS/DBA-DJ3FS/LDA-DJ5FS] 

ベリーサ[DBA-DC5R/DBA-DC5W] 

三菱 コルト[CBA-Z27A/DBA-Z21A/DBA-Z22A/DBA-Z23A/DBA-Z24A/Z21A/Z22A/Z23A/Z24A] 

スバル デックス[CBA-M401F/DBA-M401F/DBA-M411F] 

ダイハツ クー[CBA-M401S/CBA-M402S/CBA-M411S] 

 

 WH00065 

トヨタ 

bB[CBA-QNC20/CBA-QNC21/CBA-QNC25] 

ヴィッツ 

[CBA-NCP13/CBA-SCP13/DAA-NHP130/DBA-KSP130/DBA-NCP131/DBA-NSP130/NCP10/SCP10] 

カローラ アクシオ[DBA-NZE144/DBA-NZE161/DBA-NZE164] 

カローラ アクシオ ハイブリッド[DAA-NKE165] 

スペイド[DBA-NSP140] 

ホンダ 
シビック[ABA-EU4/EU1/EU2] 

フィット[DBA-GD1] 

日産 ラティオ[DBA-N17] 

マツダ 
デミオ[CBA-DJLFS/DBA-DE3AS/DBA-DE3FS/DBA-DE5FS/DBA-DEJFS/DBA-DJ3FS/LDA-DJ5FS] 

ベリーサ[DBA-DC5R/DBA-DC5W] 

三菱 コルト[CBA-Z27A/DBA-Z21A/DBA-Z22A/DBA-Z23A/DBA-Z24A/Z21A/Z22A/Z23A/Z24A] 



スバル デックス[CBA-M401F/DBA-M401F/DBA-M411F] 

ダイハツ クー[CBA-M401S/CBA-M402S/CBA-M411S] 

 

 WH00064 

トヨタ 

bB[CBA-QNC20/CBA-QNC21/CBA-QNC25] 

ヴィッツ 

[CBA-NCP13/CBA-SCP13/DAA-NHP130/DBA-KSP130/DBA-NCP131/DBA-NSP130/NCP10/SCP10] 

カローラ アクシオ[DBA-NZE144/DBA-NZE161/DBA-NZE164] 

カローラ アクシオ ハイブリッド[DAA-NKE165] 

スペイド[DBA-NSP140] 

ホンダ 
シビック[ABA-EU4/EU1/EU2] 

フィット[DBA-GD1] 

日産 ラティオ[DBA-N17] 

マツダ 
デミオ[CBA-DJLFS/DBA-DE3AS/DBA-DE3FS/DBA-DE5FS/DBA-DEJFS/DBA-DJ3FS/LDA-DJ5FS] 

ベリーサ[DBA-DC5R/DBA-DC5W] 

三菱 コルト[CBA-Z27A/DBA-Z21A/DBA-Z22A/DBA-Z23A/DBA-Z24A/Z21A/Z22A/Z23A/Z24A] 

スバル デックス[CBA-M401F/DBA-M401F/DBA-M411F] 

ダイハツ クー[CBA-M401S/CBA-M402S/CBA-M411S] 

 

 WH00061 

トヨタ 

C-HR[DAA-ZYX10/DBA-NGX50] 

RAV4[DBA-ACA31W/DBA-ACA36W] 

RAV4 L/J[CBA-ACA20W/CBA-ACA21W/CBA-ZCA25W/CBA-ZCA26W] 

アルテッツァ ジータ[JCE10W/JCE15W] 

アルファード[DBA-ANH10W] 

エスティマ[DBA-ACR50W/DBA-ACR55W/DBA-GSR50W/DBA-GSR55W] 

エスティマ ハイブリッド[CAA-AHR10W] 

オーリス[DAA-ZWE186H/DBA-NRE185H/DBA-NZE154H/DBA-ZRE154H/DBA-ZRE186H] 

カムリ[DAA-AVV50] 

カローラ ルミオン[DBA-ZRE154N] 

クラウン ロイヤル[DBA-GRS200/DBA-GRS201/DBA-GRS202/DBA-GRS203] 

クレスタ[GX105] 

チェイサー[LX100] 

ナディア[SXN10H] 

プリウスα[DAA-ZVW40W] 

ブレイド[DBA-AZE154H/DBA-AZE156H/DBA-GRE156H] 

マーク II[GX110/GX115/JZX110/JZX115] 

マーク II ブリット[GH-JZX110W/TA-GX110W/TA-GX115W/TA-JZX110W/TA-JZX115W] 

ホンダ 

CR-V[DBA-RE3/DBA-RE4/DBA-RM1/DBA-RM4] 

CR-Z[DAA-ZF1] 

HR-V[GH3/GH4] 



アコード ツアラー[DBA-CW1/DBA-CW2] 

アコード ハイブリッド[DAA-CR6/DAA-CR7] 

インテグラ[DC5] 

エディックス[ABA-BE4/DBA-BE3] 

オデッセイ[DBA-RB1/DBA-RB2/LA-RB2] 

ジェイド[DBA-FR5] 

ジェイド ハイブリッド[DAA-FR4] 

シビック[DBA-FD1/DBA-FD2] 

ストリーム[RN1/RN2/RN3/RN4] 

日産 

エルグランド[DBA-PE52/DBA-PNE52/DBA-TE52/DBA-TNE52] 

ジューク[CBA-NF15/DBA-YF15] 

シルフィ[DBA-TB17] 

セレナ[PC24/PNC24/RC24/TC24/TNC24/VC24/VNC24] 

ティアナ 

[CBA-J31/CBA-PJ31/CBA-PJ32/CBA-TNJ31/CBA-TNJ32/DBA-J32/DBA-L33/UA-J31/UA-PJ31/UA-TN

J31] 

フーガ[CBA-GY50/CBA-PNY50/CBA-PY50/CBA-Y50/DBA-PNY50/DBA-PY50/DBA-Y50] 

プリメーラ[TA-RP12/UA-QP12/UA-TNP12/UA-TP12] 

プリメーラ ワゴン[WRP12/WTNP12/WTP12] 

ラフェスタ[CBA-B30/CBA-NB30/DBA-B30/DBA-NB30] 

リーフ[ZAA-AZE0] 

マツダ 

CX-3[LDA-DK5AW/LDA-DK5FW] 

CX-5[DBA-KE5FW/DBA-KEEFW/DBA-KF5P/DBA-KFEP/LDA-KE2AW/LDA-KE2FW/LDA-KF2P] 

MPV[DBA-LY3P] 

RX-8[ABA-SE3P/CBA-SE3P/LA-SE3P] 

アクセラ スポーツ[DBA-BM5FS/LDA-BMLFS] 

アクセラ セダン[DBA-BM5AP/DBA-BM5FP/LDA-BM2AP] 

アクセラ ハイブリッド[DAA-BYEFP] 

アテンザ[DBA-GJEFP/LDA-GJ2AP/LDA-GJ2FP] 

アテンザ スポーツ[GG3S(純正 15 インチ)/GG3S(純正 17 インチ)/GG3S(純正 18 インチ)/GGES] 

アテンザ スポーツワゴン[CBA-GY3W(純正 15 インチ)/CBA-GY3W(純正 17 インチ)/DBA-GY3W(純

正 17 インチ)/DBA-GYEW/LA-GY3W(純正 15 インチ)/LA-GY3W(純正 17 インチ)/UA-GY3W(純正 17

インチ)] 

アテンザ セダン[DBA-GG3P/GG3P/GGEP] 

アテンザ ワゴン[DBA-GJ5FW/DBA-GJEFW/LDA-GJ2AW/LDA-GJ2FW] 

トリビュート[EP3W/EPEW] 

プレマシー[DBA-CWEAW/DBA-CWEFW/DBA-CWFFW] 

三菱 

RVR[DBA-GA3W/DBA-GA4W] 

エアトレック[CU2W/CU5W] 

ギャラン フォルティス[CBA-CY4A/DBA-CY3A/DBA-CY6A] 

ギャラン フォルティス スポーツバック[DBA-CX3A/DBA-CX4A] 



ディオン[CR5W] 

パジェロイオ[H76W/H77W] 

 

 WH00146 

ホンダ 

N-BOX +[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-BOX + カスタム[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-BOX SLASH[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-WGN[DBA-JH1/DBA-JH2] 

N-WGN カスタム[DBA-JH1/DBA-JH2] 

日産 モコ[CBA-MG22S/DBA-MG22S/DBA-MG33S] 

スズキ 

パレット[CBA-MK21S/DBA-MK21S] 

パレット SW[CBA-MK21S/DBA-MK21S] 

ワゴン R[CBA-MH23S/DAA-MH44S/DBA-MH23S/DBA-MH34S] 

ワゴン R スティングレー[CBA-MH23S/DAA-MH44S/DAA-MH55S/DBA-MH23S/DBA-MH34S] 

スバル 
シフォン[DBA-LA600F/DBA-LA610F] 

シフォン カスタム[DBA-LA600F/DBA-LA610F] 

ダイハツ 

タント[CBA-L385S/DBA-L375S/DBA-L385S/DBA-LA600S/DBA-LA610S] 

タント カスタム[CBA-L375S/CBA-L385S/DBA-L375S/DBA-L385S/DBA-LA600S/DBA-LA610S] 

ムーヴ[DBA-L175S/DBA-L185S/DBA-LA100S/DBA-LA110S/DBA-LA150S/DBA-LA160S] 

ムーヴ カスタム 

[CBA-L175S/CBA-LA100S/CBA-LA110S/DBA-L175S/DBA-L185S/DBA-LA100S/DBA-LA110S/DBA-LA15

0S/DBA-LA160S] 

 

 WH00149 

ホンダ 

N-BOX +[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-BOX + カスタム[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-BOX SLASH[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-WGN[DBA-JH1/DBA-JH2] 

N-WGN カスタム[DBA-JH1/DBA-JH2] 

日産 モコ[CBA-MG22S/DBA-MG22S/DBA-MG33S] 

スズキ 

パレット[CBA-MK21S/DBA-MK21S] 

パレット SW[CBA-MK21S/DBA-MK21S] 

ワゴン R[CBA-MH23S/DAA-MH44S/DBA-MH23S/DBA-MH34S] 

ワゴン R スティングレー[CBA-MH23S/DAA-MH44S/DAA-MH55S/DBA-MH23S/DBA-MH34S] 

スバル 
シフォン[DBA-LA600F/DBA-LA610F] 

シフォン カスタム[DBA-LA600F/DBA-LA610F] 

ダイハツ 

タント[CBA-L385S/DBA-L375S/DBA-L385S/DBA-LA600S/DBA-LA610S] 

タント カスタム[CBA-L375S/CBA-L385S/DBA-L375S/DBA-L385S/DBA-LA600S/DBA-LA610S] 

ムーヴ[DBA-L175S/DBA-L185S/DBA-LA100S/DBA-LA110S/DBA-LA150S/DBA-LA160S] 

ムーヴ カスタム 

[CBA-L175S/CBA-LA100S/CBA-LA110S/DBA-L175S/DBA-L185S/DBA-LA100S/DBA-LA110S/DBA-LA15



0S/DBA-LA160S] 

 

 WH00308 

トヨタ 

RAV4[DBA-ACA31W/DBA-ACA36W] 

SAI[DAA-AZK10] 

アルファード 

[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-ANH20W/DBA-ANH25W/DBA-GGH20W/DBA-GGH25W/DBA-GGH30W/DBA-G

GH35W] 

アルファード ハイブリッド[DAA-ATH20W/DAA-AYH30W] 

イプサム[TA-ACM26W] 

ヴェルファイア 

[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-ANH20W/DBA-ANH25W/DBA-GGH20W/DBA-GGH25W/DBA-GGH30W/DBA-G

GH35W] 

ヴェルファイア ハイブリッド[DAA-ATH20W/DAA-AYH30W] 

エスティマ[DBA-ACR50W/DBA-ACR55W/DBA-GSR50W/DBA-GSR55W] 

ガイア[CXM10G/SXM15G] 

カムリ[DAA-AVV50] 

カローラ ルミオン[DBA-ZRE154N] 

クラウン[6AA-AZSH20/6AA-AZSH21] 

クラウン マジェスタ[DBA-UZS207] 

クラウン ロイヤル[DBA-GRS201/DBA-GRS203/JKS175/JZS171/JZS173/JZS175/JZS179] 

チェイサー[LX100] 

ハリアー 

[CBA-ACU30W/CBA-ACU35W/CBA-MCU30W/CBA-MCU31W/CBA-MCU35W/CBA-MCU36W/DBA-GSU30W/DBA-G

SU31W/DBA-GSU35W/DBA-GSU36W/DBA-ZSU60W/DBA-ZSU65W] 

プリウスα[DAA-ZVW40W] 

マーク II[GX110/GX115/JZX110/JZX115] 

マーク II ブリット[GH-JZX110W] 

マーク X ジオ[DBA-ANA10/DBA-ANA15/DBA-GGA10] 

日産 

エクストレイル[DAA-HNT32/DBA-NT32/DBA-T32] 

ジューク[CBA-NF15/DBA-YF15] 

ステージア[WGNC34] 

プリメーラ[TA-RP12/UA-QP12/UA-TNP12/UA-TP12] 

ムラーノ[CBA-PNZ51] 

リーフ[ZAA-AZE0] 

マツダ トリビュート[EP3W/EPEW] 

三菱 

アウトランダー[DBA-CW4W/DBA-CW5W/DBA-CW6W/DBA-GF7W/DBA-GF8W] 

アウトランダー PHEV[DLA-GG2W] 

デリカ D:5[DBA-CV2W/LDA-CV1W] 

ダイハツ アルティス[DAA-AVV50N] 

 



 WH00128 

MINI 

  MINI 

[ABA-JCWJP[R56]/ABA-ME14[R56]/ABA-MF16S[R56]/ABA-MF16[R56]/ABA-MFJCW[R56]/CBA-SR16[

R56]/CBA-SU16[R56]/CBA-SUJCW[R56]/DBA-SR16[R56]/DBA-SU16[R56]/DBA-SV16[R56]/GH-RA16

[R50]M12 ボルト車/GH-RE16[R53]M12 ボルト車] 

MINI クーペ[CBA-SXJCWC[R58]/DBA-SX16S[R58]/DBA-SX16[R58]] 

MINI クラブマン 

[ABA-ML16[R55]/ABA-MM16[R55]/ABA-MMJCW[R55]/CBA-MHJCW[R55]/CBA-ZF16[R55]/DBA-ZF16[R

55]/DBA-ZG16[R55]] 

MINI コンバーチブル[ABA-MR16[R57]/ABA-MS16[R57]/ABA-MSJCW[R57]/ABA-RF16[R52]M14 ボル

ト車/ABA-RH16[R52]M14 ボルト車

/CBA-MRJCW[R57]/CBA-ZN16[R57]/DBA-ZN16[R57]/DBA-ZP16[R57]] 

MINI ロードスター[CBA-SYJCWR[R59]/DBA-SY16S[R59]/DBA-SY16[R59]] 

※ハブリングが必要となります。 

 

 WH00062 

トヨタ 

アベンシス セダン[UA-AZT250] 

アベンシス ワゴン[CBA-AZT250W/CBA-AZT251W/CBA-AZT255W/UA-AZT250W/UA-AZT255W] 

イスト[DBA-NCP110/DBA-NCP115] 

カローラ スポーツ[3BA-NRE210H/3BA-NRE214H/6AA-ZWE211H] 

ビスタ アルデオ[ZZX50G] 

プリウス[DAA-NHW20/DAA-ZVW30] 

プレミオ[AZT240/NZT240/ZZT240/ZZT245] 

スバル 

BRZ[DBA-ZC6] 

インプレッサ G4[DBA-GJ6] 

インプレッサ XV[DBA-GP7] 

インプレッサ XV ハイブリッド[DAA-GPE] 

フォレスター[DBA-SJ5/DBA-SJG/SF5/SF9/SG5(NA)] 

レガシィ アウトバック[DBA-BR9/DBA-BRF] 

 

 WH00008 

トヨタ 

アベンシス セダン[UA-AZT250] 

アベンシス ワゴン[CBA-AZT250W/CBA-AZT251W/CBA-AZT255W/UA-AZT250W/UA-AZT255W] 

イスト[DBA-NCP110/DBA-NCP115] 

カローラ スポーツ[3BA-NRE210H/3BA-NRE214H/6AA-ZWE211H] 

ビスタ アルデオ[ZZX50G] 

プリウス[DAA-NHW20/DAA-ZVW30] 

プレミオ[AZT240/NZT240/ZZT240/ZZT245] 

スバル 

BRZ[DBA-ZC6] 

インプレッサ G4[DBA-GJ6] 

インプレッサ XV[DBA-GP7] 



インプレッサ XV ハイブリッド[DAA-GPE] 

フォレスター[DBA-SJ5/DBA-SJG/SF5/SF9/SG5(NA)] 

レガシィ アウトバック[DBA-BR9/DBA-BRF] 

 

 WH00009 

トヨタ 

C-HR[DAA-ZYX10/DBA-NGX50] 

RAV4[DBA-ACA31W/DBA-ACA36W] 

SAI[DAA-AZK10] 

アルテッツァ ジータ[JCE10W/JCE15W] 

アルファード 

[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-ANH10W/DBA-ANH20W/DBA-ANH25W/DBA-GGH20W/DBA-GGH25W/DBA-G

GH30W/DBA-GGH35W] 

アルファード ハイブリッド[DAA-ATH20W/DAA-AYH30W] 

ヴェルファイア 

[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-ANH20W/DBA-ANH25W/DBA-GGH20W/DBA-GGH25W/DBA-GGH30W/DBA-G

GH35W] 

ヴェルファイア ハイブリッド[DAA-ATH20W/DAA-AYH30W] 

エスティマ[DBA-ACR50W/DBA-ACR55W/DBA-GSR50W/DBA-GSR55W] 

エスティマ ハイブリッド[CAA-AHR10W] 

オーリス[DAA-ZWE186H/DBA-NRE185H/DBA-NZE154H/DBA-ZRE154H/DBA-ZRE186H] 

カムリ[DAA-AVV50] 

カローラ ルミオン[DBA-ZRE154N] 

クラウン[6AA-AZSH20/6AA-AZSH21] 

クラウン ロイヤル 

[DAA-AWS210/DAA-AWS211/DBA-GRS201/DBA-GRS203/DBA-GRS210/DBA-GRS211/JKS175/JZS171/JZ

S173/JZS175/JZS179] 

チェイサー[LX100] 

ナディア[SXN10/SXN10H] 

ハリアー[DBA-ZSU60W/DBA-ZSU65W] 

プリウスα[DAA-ZVW40W] 

ブレイド[DBA-AZE154H/DBA-AZE156H/DBA-GRE156H] 

マーク II[GX110/GX115/JZX110/JZX115] 

マーク II ブリット[GH-JZX110W/TA-GX110W/TA-GX115W/TA-JZX110W/TA-JZX115W] 

ホンダ 

CR-V[DBA-RE3/DBA-RE4] 

CR-Z[DAA-ZF1] 

HR-V[GH3/GH4] 

インスパイア[DBA-CP3] 

インテグラ[DC5] 

エディックス[ABA-BE4/DBA-BE3] 

ジェイド[DBA-FR5] 

ジェイド ハイブリッド[DAA-FR4] 



シビック[DBA-FD1/DBA-FD2] 

ストリーム[RN1/RN2/RN3/RN4] 

日産 

エクストレイル[DAA-HNT32/DBA-NT32/DBA-T32] 

ジューク[CBA-NF15/DBA-YF15] 

シルフィ[DBA-TB17] 

スカイライン[DBA-KV36/DBA-V36] 

ティアナ 

[CBA-J31/CBA-PJ31/CBA-PJ32/CBA-TNJ31/CBA-TNJ32/DBA-J32/DBA-L33/UA-J31/UA-PJ31/UA-TN

J31] 

デュアリス[DBA-J10/DBA-KJ10/DBA-KNJ10/DBA-NJ10] 

ムラーノ[CBA-PNZ51] 

リーフ[ZAA-AZE0] 

マツダ 

CX-5[DBA-KF5P/DBA-KFEP/LDA-KF2P] 

MPV[DBA-LY3P] 

アクセラ スポーツ[DBA-BM5FS/DBA-BMEFS/LDA-BM2AS/LDA-BM2FS/LDA-BMLFS] 

アクセラ セダン[DBA-BM5AP/DBA-BM5FP/LDA-BM2AP] 

アクセラ ハイブリッド[DAA-BYEFP] 

アテンザ[DBA-GJEFP/LDA-GJ2AP/LDA-GJ2FP] 

アテンザ スポーツ[GG3S(純正 15 インチ)/GG3S(純正 17 インチ)/GG3S(純正 18 インチ)/GGES] 

アテンザ セダン[DBA-GG3P/GG3P/GGEP] 

アテンザ ワゴン[DBA-GJ5FW/DBA-GJEFW/LDA-GJ2AW/LDA-GJ2FW] 

三菱 

RVR[DBA-GA3W/DBA-GA4W] 

エアトレック[CU2W/CU5W] 

パジェロイオ[H76W/H77W] 

スズキ 

SX4[CBA-YA41S/CBA-YB41S/DBA-YA11S/DBA-YB11S] 

SX4 S クロス[DBA-YA22S/DBA-YB22S] 

エスクード[CBA-TD54W/CBA-TD94W/CBA-TDA4W/CBA-TDB4W] 

 

 WH00309 

トヨタ 

アイシス 

[CBA-ANM10G/CBA-ANM10W/CBA-ANM15G/CBA-ANM15W/CBA-ZNM10G/CBA-ZNM10W/DBA-ANM10G/DBA-A

NM10W/DBA-ANM15G/DBA-ANM15W/DBA-ZGM10G/DBA-ZGM10W/DBA-ZGM11G/DBA-ZGM11W/DBA-ZGM15G/

DBA-ZGM15W] 

ヴォクシー 

[DAA-ZWR80G/DAA-ZWR80W/DBA-ZRR70G/DBA-ZRR70W/DBA-ZRR75G/DBA-ZRR75W/DBA-ZRR80G/DBA-Z

RR80W/DBA-ZRR85G/DBA-ZRR85W/TA-AZR60G/TA-AZR65G] 

エスクァイア[DBA-ZRR80G/DBA-ZRR85G] 

エスクァイア ハイブリッド[DAA-ZWR80G] 

ノア 

[DAA-ZWR80G/DAA-ZWR80W/DBA-ZRR70G/DBA-ZRR70W/DBA-ZRR75G/DBA-ZRR75W/DBA-ZRR80G/DBA-Z

RR80W/DBA-ZRR85G/DBA-ZRR85W] 



ラッシュ[CBA-J200E/CBA-J210E] 

ホンダ 

CR-V[DBA-RE3/DBA-RE4/DBA-RM1/DBA-RM4] 

CR-Z[DAA-ZF1] 

アコード[ABA-CL7/ABA-CL8/ABA-CL9/DBA-CL7] 

アコード ワゴン[LA-CM3/UA-CM2] 

インスパイア[DBA-CP3] 

エリシオン[DBA-RR1/DBA-RR2/DBA-RR3/DBA-RR4] 

オデッセイ[DAA-RC4/DBA-RB1/DBA-RB2/DBA-RB3/DBA-RB4/LA-RB2] 

ステップワゴン[DBA-RK1/DBA-RK2/DBA-RP1/DBA-RP2/RF3/RF4/RF5/RF6/RF7/RF8] 

ステップワゴン スパーダ[DBA-RK5/DBA-RK6/DBA-RP3/DBA-RP4] 

ストリーム[DBA-RN6/DBA-RN7/DBA-RN8/DBA-RN9] 

日産  エルグランド[DBA-PE52/DBA-PNE52/DBA-TE52/DBA-TNE52] 

マツダ 

CX-5[DBA-KE5FW/DBA-KEEFW/LDA-KE2AW/LDA-KE2FW] 

アクセラ[CBA-BK3P/DBA-BK5P/DBA-BL5FP/DBA-BLEFP] 

アクセラ スポーツ[DBA-BL3FW/DBA-BL5FW/DBA-BLEFW/DBA-BLFFW] 

アテンザ スポーツ[DBA-GH5AS/DBA-GHEFS] 

アテンザ スポーツワゴン[CBA-GH5AW/CBA-GY3W(純正 15 インチ)/CBA-GY3W(純正 17 イン

チ)/DBA-GH5AW/DBA-GH5FW/DBA-GHEFW/DBA-GY3W(純正 17 インチ)/DBA-GY3W(純正 18 イン

チ)/DBA-GYEW/LA-GY3W(純正 15 インチ)/LA-GY3W(純正 17 インチ)/UA-GY3W(純正 17 インチ)] 

アテンザ セダン[DBA-GH5AP/DBA-GH5FP/DBA-GHEFP] 

ビアンテ[DBA-CC3FW/DBA-CCEAW/DBA-CCEFW/DBA-CCFFW] 

プレマシー[DBA-CR3W/DBA-CREW] 

ロードスター[CBA-NCEC/DBA-NCEC] 

スバル 

レヴォーグ[DBA-VM4/DBA-VMG] 

レガシィ B4[DBA-BN9] 

レガシィ アウトバック[DBA-BS9] 

 

 WH00310 

トヨタ 

アルファード[DBA-ANH20W/DBA-ANH25W/DBA-GGH20W/DBA-GGH25W] 

アルファード ハイブリッド[DAA-ATH20W] 

ヴェルファイア[DBA-ANH20W/DBA-ANH25W/DBA-GGH20W/DBA-GGH25W] 

ヴェルファイア ハイブリッド[DAA-ATH20W] 

クラウン アスリート[DBA-ARS210/DBA-GRS210/DBA-GRS211] 

クラウン アスリート ハイブリッド[DAA-AWS210/DAA-AWS211] 

クラウン ロイヤル[JKS175/JZS171/JZS173/JZS175/JZS179] 

ハリアー 

[CBA-ACU30W/CBA-ACU35W/CBA-MCU30W/CBA-MCU31W/CBA-MCU35W/CBA-MCU36W/DBA-GSU30W/DBA-G

SU31W/DBA-GSU35W/DBA-GSU36W/DBA-ZSU60W/DBA-ZSU65W] 

マーク X ジオ[DBA-ANA10/DBA-ANA15/DBA-GGA10] 

日産 
グロリア[ENY34/HY34/MY34] 

シーマ[GNF50] 



ステージア[CBA-PM35/CBA-PNM35/GH-HM35/GH-M35/GH-NM35/WGNC34] 

プレジデント[PGF50] 

マツダ トリビュート[EP3W/EPEW] 

三菱 

アウトランダー[DBA-GF7W/DBA-GF8W] 

アウトランダー PHEV[DLA-GG2W] 

デリカ D:5[DBA-CV2W/LDA-CV1W] 

 

 WH00348 

トヨタ 

アルファード[DBA-ANH20W/DBA-ANH25W/DBA-GGH20W/DBA-GGH25W] 

アルファード ハイブリッド[DAA-ATH20W] 

ヴェルファイア[DBA-ANH20W/DBA-ANH25W/DBA-GGH20W/DBA-GGH25W] 

ヴェルファイア ハイブリッド[DAA-ATH20W] 

クラウン アスリート[DBA-ARS210/DBA-GRS210/DBA-GRS211] 

クラウン アスリート ハイブリッド[DAA-AWS210/DAA-AWS211] 

クラウン ロイヤル[JKS175/JZS171/JZS173/JZS175/JZS179] 

ハリアー 

[CBA-ACU30W/CBA-ACU35W/CBA-MCU30W/CBA-MCU31W/CBA-MCU35W/CBA-MCU36W/DBA-GSU30W/DBA-

GSU31W/DBA-GSU35W/DBA-GSU36W/DBA-ZSU60W/DBA-ZSU65W] 

マーク X ジオ[DBA-ANA10/DBA-ANA15/DBA-GGA10] 

日産 

グロリア[ENY34/HY34/MY34] 

シーマ[GNF50] 

ステージア[CBA-PM35/CBA-PNM35/GH-HM35/GH-M35/GH-NM35/WGNC34] 

プレジデント[PGF50] 

マツダ トリビュート[EP3W/EPEW] 

三菱 

アウトランダー[DBA-GF7W/DBA-GF8W] 

アウトランダー PHEV[DLA-GG2W] 

デリカ D:5[DBA-CV2W/LDA-CV1W] 

 

 WH00019 

トヨタ 

RAV4[DBA-ACA31W/DBA-ACA36W] 

SAI[DAA-AZK10] 

アルファード 

[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-ANH20W/DBA-ANH25W/DBA-GGH20W/DBA-GGH25W/DBA-GGH30W/DBA-G

GH35W] 

アルファード ハイブリッド[DAA-ATH20W/DAA-AYH30W] 

イプサム[TA-ACM26W] 

ヴェルファイア 

[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-ANH20W/DBA-ANH25W/DBA-GGH20W/DBA-GGH25W/DBA-GGH30W/DBA-G

GH35W] 

ヴェルファイア ハイブリッド[DAA-ATH20W/DAA-AYH30W] 

エスティマ[DBA-ACR50W/DBA-ACR55W/DBA-GSR50W/DBA-GSR55W] 



カムリ[DAA-AVV50] 

クラウン[6AA-AZSH20/6AA-AZSH21] 

クラウン アスリート[DBA-ARS210/DBA-GRS200/DBA-GRS201/DBA-GRS210/DBA-GRS211] 

クラウン アスリート ハイブリッド[DAA-AWS210/DAA-AWS211] 

クラウン ロイヤル 

[DAA-AWS210/DAA-AWS211/DBA-GRS200/DBA-GRS201/DBA-GRS202/DBA-GRS203/DBA-GRS210/DBA-G

RS211/JKS175/JZS171/JZS173/JZS175/JZS179] 

チェイサー[LX100] 

ハリアー[DBA-ZSU60W/DBA-ZSU65W] 

プリウスα[DAA-ZVW40W] 

マーク II[GX110/GX115/JZX110/JZX115] 

マーク II ブリット[GH-JZX110W/TA-GX110W/TA-GX115W/TA-JZX110W/TA-JZX115W] 

マーク X[DBA-GRX130] 

日産 

エクストレイル[DAA-HNT32/DBA-NT32/DBA-T32] 

ジューク[CBA-NF15/DBA-YF15] 

スカイライン[DBA-KV36/DBA-NV36/DBA-V36] 

デュアリス[DBA-J10/DBA-KJ10/DBA-KNJ10/DBA-NJ10] 

プリメーラ[TA-RP12/UA-QP12/UA-TNP12/UA-TP12] 

プリメーラ ワゴン[WRP12/WTNP12/WTP12] 

プレサージュ[UA-TU31] 

ムラーノ[CBA-PNZ51] 

三菱 

アウトランダー[DBA-CW4W/DBA-CW5W/DBA-CW6W/DBA-GF7W/DBA-GF8W] 

アウトランダー PHEV[DLA-GG2W] 

デリカ D:5[DBA-CV2W/LDA-CV1W] 

ダイハツ アルティス[DAA-AVV50N] 

 

 WH00186 

トヨタ 

RAV4[DBA-ACA31W/DBA-ACA36W] 

SAI[DAA-AZK10] 

アルファード 

[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-ANH20W/DBA-ANH25W/DBA-GGH20W/DBA-GGH25W/DBA-GGH30W/DBA-G

GH35W] 

アルファード ハイブリッド[DAA-ATH20W/DAA-AYH30W] 

イプサム[TA-ACM26W] 

ヴェルファイア 

[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-ANH20W/DBA-ANH25W/DBA-GGH20W/DBA-GGH25W/DBA-GGH30W/DBA-G

GH35W] 

ヴェルファイア ハイブリッド[DAA-ATH20W/DAA-AYH30W] 

エスティマ[DBA-ACR50W/DBA-ACR55W/DBA-GSR50W/DBA-GSR55W] 

カムリ[DAA-AVV50] 

クラウン[6AA-AZSH20/6AA-AZSH21] 



クラウン アスリート[DBA-ARS210/DBA-GRS200/DBA-GRS201/DBA-GRS210/DBA-GRS211] 

クラウン アスリート ハイブリッド[DAA-AWS210/DAA-AWS211] 

クラウン ロイヤル 

[DAA-AWS210/DAA-AWS211/DBA-GRS200/DBA-GRS201/DBA-GRS202/DBA-GRS203/DBA-GRS210/DBA-G

RS211/JKS175/JZS171/JZS173/JZS175/JZS179] 

チェイサー[LX100] 

ハリアー[DBA-ZSU60W/DBA-ZSU65W] 

プリウスα[DAA-ZVW40W] 

マーク II[GX110/GX115/JZX110/JZX115] 

マーク II ブリット[GH-JZX110W/TA-GX110W/TA-GX115W/TA-JZX110W/TA-JZX115W] 

マーク X[DBA-GRX130] 

日産 

エクストレイル[DAA-HNT32/DBA-NT32/DBA-T32] 

ジューク[CBA-NF15/DBA-YF15] 

スカイライン[DBA-KV36/DBA-NV36/DBA-V36] 

デュアリス[DBA-J10/DBA-KJ10/DBA-KNJ10/DBA-NJ10] 

プリメーラ[TA-RP12/UA-QP12/UA-TNP12/UA-TP12] 

プリメーラ ワゴン[WRP12/WTNP12/WTP12] 

プレサージュ[UA-TU31] 

ムラーノ[CBA-PNZ51] 

三菱 

アウトランダー[DBA-CW4W/DBA-CW5W/DBA-CW6W/DBA-GF7W/DBA-GF8W] 

アウトランダー PHEV[DLA-GG2W] 

デリカ D:5[DBA-CV2W/LDA-CV1W] 

ダイハツ アルティス[DAA-AVV50N] 

 

 WH00352 

トヨタ 

アルファード[DBA-ANH20W/DBA-ANH25W/DBA-GGH20W/DBA-GGH25W] 

アルファード ハイブリッド[DAA-ATH20W] 

ヴェルファイア[DBA-ANH20W/DBA-ANH25W/DBA-GGH20W/DBA-GGH25W] 

ヴェルファイア ハイブリッド[DAA-ATH20W] 

クラウン アスリート[DBA-ARS210/DBA-GRS210/DBA-GRS211] 

クラウン アスリート ハイブリッド[DAA-AWS210/DAA-AWS211] 

ハリアー 

[CBA-ACU30W/CBA-ACU35W/CBA-MCU30W/CBA-MCU31W/CBA-MCU35W/CBA-MCU36W/DBA-GSU30W/DBA-G

SU31W/DBA-GSU35W/DBA-GSU36W/DBA-ZSU60W/DBA-ZSU65W] 

マーク X ジオ[DBA-ANA10/DBA-ANA15/DBA-GGA10] 

日産 グロリア[ENY34/HY34/MY34] 

三菱 

アウトランダー[DBA-GF7W/DBA-GF8W] 

アウトランダー PHEV[DLA-GG2W] 

デリカ D:5[DBA-CV2W/LDA-CV1W] 

 

 WH00020 



トヨタ 

RAV4[DBA-ACA31W/DBA-ACA36W] 

SAI[DAA-AZK10] 

アルファード 

[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-ANH20W/DBA-ANH25W/DBA-GGH20W/DBA-GGH25W/DBA-GGH30W/DBA-G

GH35W] 

アルファード ハイブリッド[DAA-ATH20W/DAA-AYH30W] 

ヴェルファイア 

[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-ANH20W/DBA-ANH25W/DBA-GGH20W/DBA-GGH25W/DBA-GGH30W/DBA-G

GH35W] 

ヴェルファイア ハイブリッド[DAA-ATH20W/DAA-AYH30W] 

エスティマ[DBA-ACR50W/DBA-ACR55W/DBA-GSR50W/DBA-GSR55W] 

クラウン[6AA-AZSH20/6AA-AZSH21] 

クラウン アスリート[DBA-ARS210/DBA-GRS200/DBA-GRS201/DBA-GRS210/DBA-GRS211] 

クラウン アスリート ハイブリッド[DAA-AWS210/DAA-AWS211] 

クラウン ロイヤル 

[DAA-AWS210/DAA-AWS211/DBA-GRS200/DBA-GRS201/DBA-GRS202/DBA-GRS203/DBA-GRS210/DBA-G

RS211] 

ハリアー[DBA-ZSU60W/DBA-ZSU65W] 

プリウスα[DAA-ZVW40W] 

マーク II[GX110/JZX110] 

マーク II ブリット[GH-JZX110W/TA-GX110W/TA-GX115W/TA-JZX110W/TA-JZX115W] 

マーク X[DBA-GRX130] 

日産 

エクストレイル[DAA-HNT32/DBA-NT32/DBA-T32] 

ジューク[CBA-NF15/DBA-YF15] 

スカイライン[DBA-KV36/DBA-NV36/DBA-V36] 

デュアリス[DBA-J10/DBA-KJ10/DBA-KNJ10/DBA-NJ10] 

プレサージュ[UA-TU31] 

マツダ RX-8[ABA-SE3P/CBA-SE3P/LA-SE3P] 

三菱 

アウトランダー[DBA-CW4W/DBA-CW5W/DBA-CW6W] 

アウトランダー PHEV[DLA-GG2W] 

デリカ D:5[DBA-CV2W/LDA-CV1W] 

 

 WH00350 

トヨタ 

C-HR[DAA-ZYX10/DBA-NGX50] 

RAV4[DBA-ACA31W/DBA-ACA36W] 

SAI[DAA-AZK10] 

アルファード[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-ANH10W/DBA-GGH30W/DBA-GGH35W] 

アルファード ハイブリッド[DAA-AYH30W] 

ヴェルファイア[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-GGH30W/DBA-GGH35W] 

ヴェルファイア ハイブリッド[DAA-AYH30W] 

エスティマ[DBA-ACR50W/DBA-ACR55W/DBA-GSR50W/DBA-GSR55W] 



カムリ[DAA-AVV50] 

カローラ ルミオン[DBA-ZRE154N] 

クラウン[6AA-AZSH20/6AA-AZSH21] 

クラウン アスリート[DBA-GRS200/DBA-GRS201] 

クラウン ロイヤル 

[DAA-AWS210/DAA-AWS211/DBA-GRS200/DBA-GRS201/DBA-GRS202/DBA-GRS203/DBA-GRS210/DBA-G

RS211] 

ハリアー[DBA-ZSU60W/DBA-ZSU65W] 

プリウスα[DAA-ZVW40W] 

マーク X[DBA-GRX130] 

ホンダ 

CR-V[DBA-RE3/DBA-RE4] 

ジェイド[DBA-FR5] 

ジェイド ハイブリッド[DAA-FR4] 

日産 

エクストレイル[DAA-HNT32/DBA-NT32/DBA-T32] 

エルグランド[DBA-PE52/DBA-PNE52/DBA-TE52/DBA-TNE52] 

ジューク[CBA-NF15/DBA-YF15] 

シルフィ[DBA-TB17] 

スカイライン[DBA-KV36/DBA-NV36/DBA-V36] 

ティアナ 

[CBA-J31/CBA-PJ31/CBA-PJ32/CBA-TNJ31/CBA-TNJ32/DBA-J32/UA-J31/UA-PJ31/UA-TNJ31] 

フーガ[CBA-GY50/CBA-PNY50/CBA-PY50/CBA-Y50/DBA-PNY50/DBA-PY50/DBA-Y50/DBA-Y51] 

プレサージュ[UA-TU31] 

ムラーノ[CBA-PNZ51] 

リーフ[ZAA-AZE0] 

マツダ 

CX-5[DBA-KF5P/DBA-KFEP/LDA-KF2P] 

MPV[DBA-LY3P] 

RX-8[ABA-SE3P/CBA-SE3P/LA-SE3P] 

アクセラ セダン[DBA-BM5AP/DBA-BM5FP/LDA-BM2AP] 

アクセラ ハイブリッド[DAA-BYEFP] 

アテンザ[DBA-GJEFP/LDA-GJ2AP/LDA-GJ2FP] 

アテンザ ワゴン[DBA-GJ5FW/DBA-GJEFW/LDA-GJ2AW/LDA-GJ2FW] 

三菱 

RVR[DBA-GA3W/DBA-GA4W] 

デリカ D:5[DBA-CV2W/LDA-CV1W] 

プラウディア[DBA-BKY51/DBA-BKYN51/DBA-BY51] 

スズキ 
エスクード[CBA-TD54W/CBA-TD94W/CBA-TDA4W/CBA-TDB4W] 

キザシ[CBA-RE91S] 

スバル 

レヴォーグ[DBA-VM4/DBA-VMG] 

レガシィ B4[DBA-BN9] 

レガシィ アウトバック[DBA-BS9] 

ダイハツ メビウス[DAA-ZVW41N] 

 



 WH00351 

ホンダ 

CR-V[DBA-RE3/DBA-RE4/DBA-RM1/DBA-RM4] 

CR-Z[DAA-ZF1] 

アコード[ABA-CL7/ABA-CL8/ABA-CL9/DBA-CL7/DBA-CU1] 

アコード ツアラー[DBA-CW1/DBA-CW2] 

アコード ハイブリッド[DAA-CR6/DAA-CR7] 

インスパイア[DBA-CP3] 

ヴェゼル[DBA-RU1/DBA-RU2] 

ヴェゼル ハイブリッド[DAA-RU3/DAA-RU4] 

エリシオン[DBA-RR1/DBA-RR2/DBA-RR3/DBA-RR4] 

オデッセイ[DAA-RC4/DBA-RB1/DBA-RB2/DBA-RB3/DBA-RB4/DBA-RC1/DBA-RC2/LA-RB2] 

日産 

エルグランド[DBA-PE52/DBA-PNE52/DBA-TE52/DBA-TNE52] 

ティアナ[DBA-L33] 

ムラーノ[CBA-PNZ51] 

マツダ 

CX-3[LDA-DK5AW/LDA-DK5FW] 

CX-5[DBA-KE5FW/DBA-KEEFW/LDA-KE2AW/LDA-KE2FW] 

CX-7[CBA-ER3P] 

アクセラ スポーツ 

[DBA-BL3FW/DBA-BL5FW/DBA-BLEFW/DBA-BLFFW/DBA-BM5FS/DBA-BMEFS/LDA-BM2AS/LDA-BM2FS/LD

A-BMLFS] 

アテンザ スポーツ[DBA-GH5AS/DBA-GHEFS] 

スバル レヴォーグ[DBA-VM4/DBA-VMG] 

 

 WH00021 

トヨタ クラウン アスリート[DBA-ARS210/DBA-GRS200/DBA-GRS210](リア用) 

日産 グロリア[HY34/MY34](リア用) 

 

 WH00010 

トヨタ 

RAV4[DBA-ACA31W/DBA-ACA36W] 

SAI[DAA-AZK10] 

アルファード 

[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-ANH10W/DBA-ANH20W/DBA-ANH25W/DBA-GGH20W/DBA-GGH25W/DBA-G

GH30W/DBA-GGH35W] 

アルファード ハイブリッド[DAA-ATH20W/DAA-AYH30W] 

ヴェルファイア 

[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-ANH20W/DBA-ANH25W/DBA-GGH20W/DBA-GGH25W/DBA-GGH30W/DBA-G

GH35W] 

ヴェルファイア ハイブリッド[DAA-ATH20W/DAA-AYH30W] 

エスティマ[DBA-ACR50W/DBA-ACR55W/DBA-GSR50W/DBA-GSR55W] 

クラウン[6AA-AZSH20/6AA-AZSH21] 

クラウン アスリート[DBA-ARS210/DBA-GRS200/DBA-GRS210/DBA-GRS211] 



クラウン アスリート ハイブリッド[DAA-AWS210/DAA-AWS211] 

クラウン マジェスタ[DBA-UZS207] 

クラウン ロイヤル 

[DAA-AWS210/DAA-AWS211/DBA-GRS200/DBA-GRS201/DBA-GRS202/DBA-GRS203/DBA-GRS210/DBA-G

RS211] 

ハリアー[DBA-ZSU60W/DBA-ZSU65W] 

プリウスα[DAA-ZVW40W] 

マーク X[DBA-GRX130] 

日産 

エクストレイル[DAA-HNT32/DBA-NT32/DBA-T32] 

ジューク[CBA-NF15/DBA-YF15] 

スカイライン[DBA-KV36/DBA-NV36/DBA-V36] 

デュアリス[DBA-J10/DBA-KJ10/DBA-KNJ10/DBA-NJ10] 

マツダ RX-8[ABA-SE3P/CBA-SE3P/LA-SE3P] 

三菱 

アウトランダー[DBA-CW4W/DBA-CW5W/DBA-CW6W/DBA-GF7W/DBA-GF8W] 

アウトランダー PHEV[DLA-GG2W] 

デリカ D:5[DBA-CV2W/LDA-CV1W] 

 

 WH00034 

トヨタ カローラ スポーツ[3BA-NRE210H/3BA-NRE214H/6AA-ZWE211H] 

スバル 
BRZ[DBA-ZC6] 

レガシィ アウトバック[DBA-BR9/DBA-BRF] 

 

 WH00081 

トヨタ カローラ スポーツ[3BA-NRE210H/3BA-NRE214H/6AA-ZWE211H] 

スバル 
BRZ[DBA-ZC6] 

レガシィ アウトバック[DBA-BR9/DBA-BRF] 

 

 WH00164 

トヨタ 

C-HR[DAA-ZYX10/DBA-NGX50] 

RAV4[DBA-ACA31W/DBA-ACA36W] 

SAI[DAA-AZK10] 

アルファード[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-ANH10W/DBA-GGH30W/DBA-GGH35W] 

アルファード ハイブリッド[DAA-AYH30W] 

ヴェルファイア[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-GGH30W/DBA-GGH35W] 

ヴェルファイア ハイブリッド[DAA-AYH30W] 

エスティマ[DBA-ACR50W/DBA-ACR55W/DBA-GSR50W/DBA-GSR55W] 

カムリ[DAA-AVV50] 

カローラ ルミオン[DBA-ZRE154N] 

クラウン[6AA-AZSH20/6AA-AZSH21] 

クラウン アスリート[DBA-GRS200] 

クラウン ロイヤル 



[DAA-AWS210/DAA-AWS211/DBA-GRS200/DBA-GRS201/DBA-GRS202/DBA-GRS203/DBA-GRS210/DBA-G

RS211] 

ハリアー[DBA-ZSU60W/DBA-ZSU65W] 

プリウスα[DAA-ZVW40W] 

マーク X[DBA-GRX130] 

ホンダ 

CR-V[DBA-RE3/DBA-RE4] 

ジェイド[DBA-FR5] 

ジェイド ハイブリッド[DAA-FR4] 

日産 

エクストレイル[DAA-HNT32/DBA-NT32/DBA-T32] 

エルグランド[DBA-PE52/DBA-PNE52/DBA-TE52/DBA-TNE52] 

ジューク[CBA-NF15/DBA-YF15] 

スカイライン[DBA-KV36/DBA-NV36/DBA-V36] 

ティアナ 

[CBA-J31/CBA-PJ31/CBA-PJ32/CBA-TNJ31/CBA-TNJ32/DBA-J32/UA-J31/UA-PJ31/UA-TNJ31] 

デュアリス[DBA-J10/DBA-KJ10/DBA-KNJ10/DBA-NJ10] 

フーガ[CBA-GY50/CBA-PNY50/CBA-PY50/CBA-Y50/DBA-PNY50/DBA-PY50/DBA-Y50] 

ムラーノ[CBA-PNZ51] 

リーフ[ZAA-AZE0] 

マツダ 

CX-5[DBA-KF5P/DBA-KFEP/LDA-KF2P] 

MPV[DBA-LY3P] 

RX-8[ABA-SE3P/CBA-SE3P/LA-SE3P] 

アクセラ セダン[DBA-BM5AP/DBA-BM5FP/LDA-BM2AP] 

アクセラ ハイブリッド[DAA-BYEFP] 

アテンザ[DBA-GJEFP/LDA-GJ2AP/LDA-GJ2FP] 

アテンザ ワゴン[DBA-GJ5FW/DBA-GJEFW/LDA-GJ2AW/LDA-GJ2FW] 

三菱 

RVR[DBA-GA3W/DBA-GA4W] 

デリカ D:5[DBA-CV2W/LDA-CV1W] 

プラウディア[DBA-BKY51/DBA-BKYN51/DBA-BY51] 

スズキ 
エスクード[CBA-TD54W/CBA-TD94W/CBA-TDA4W/CBA-TDB4W] 

キザシ[CBA-RE91S] 

スバル 
レヴォーグ[DBA-VM4/DBA-VMG] 

レガシィ アウトバック[DBA-BS9] 

ダイハツ メビウス[DAA-ZVW41N] 

 

■AW-166 

 WH00023 

トヨタ 

カローラ フィールダー[DBA-ZRE162G] 

ピクシス エポック[DBA-LA300A/DBA-LA310A] 

ピクシス ジョイ C[DBA-LA250A/DBA-LA260A] 

ピクシス ジョイ F[DBA-LA250A/DBA-LA260A] 

ピクシス ジョイ S[DBA-LA250A/DBA-LA260A] 



ピクシス スペース[DBA-L575A/DBA-L585A] 

ホンダ 

N-BOX +[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-BOX + カスタム[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-BOX SLASH[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-ONE[DBA-JG1/DBA-JG2] 

N-WGN[DBA-JH1/DBA-JH2] 

N-WGN カスタム[DBA-JH1/DBA-JH2] 

ライフ[CBA-JC2/DBA-JC1] 

日産 

デイズ[DBA-B21W] 

デイズ ルークス[DBA-B21A] 

モコ[CBA-MG22S/DBA-MG22S/DBA-MG33S] 

ルークス[CBA-ML21S/DBA-ML21S] 

マツダ 

フレア[DAA-MJ44S/DBA-MJ34S] 

フレア カスタムスタイル[DAA-MJ44S/DBA-MJ34S] 

フレア クロスオーバー[DAA-MS41S/DBA-MS31S] 

フレアワゴン[DAA-MM42S/DBA-MM32S] 

フレアワゴン カスタムスタイル[DAA-MM42S/DBA-MM32S] 

フレアワゴン タフスタイル[DAA-MM53S] 

三菱 

eK スペース[DBA-B11A] 

eK スペースカスタム[DBA-B11A] 

デリカ D:2[DBA-MB15S] 

ミラージュ[DBA-A03A/DBA-A05A] 

スズキ 

Kei[ABA-HN22S/CBA-HN22S/LA-HN22S/TA-HN22S/UA-HN22S] 

MR ワゴン[DBA-MF33S] 

MR ワゴン Wit[DBA-MF33S] 

アルト[DBA-HA25S/DBA-HA36S] 

アルト ECO[DBA-HA35S] 

アルト ラパン[DBA-HE22S/DBA-HE33S] 

アルト ラパン ショコラ[DBA-HE22S] 

アルト ワークス[DBA-HA36S] 

シボレー MW[ABA-ME34S/DBA-ME34S] 

スペーシア[DAA-MK42S/DBA-MK32S] 

スペーシア カスタム[DAA-MK42S/DBA-MK32S] 

スペーシア ギア[DAA-MK53S] 

ソリオ[DBA-MA15S] 

ハスラー[DAA-MR41S/DBA-MR31S] 

ハスラー J スタイル[DAA-MR41S] 

パレット[CBA-MK21S/DBA-MK21S] 

パレット SW[CBA-MK21S/DBA-MK21S] 

ワゴン R 

[CBA-MH22S/CBA-MH23S/DAA-MH44S/DAA-MH55S/DBA-MH22S/DBA-MH23S/DBA-MH34S/DBA-MH35S/MH



21S] 

ワゴン R RR[CBA-MH22S/MH21S] 

ワゴン R スティングレー 

[CBA-MH23S/DAA-MH44S/DAA-MH55S/DBA-MH23S/DBA-MH34S/DBA-MH35S] 

スバル 

シフォン[DBA-LA600F/DBA-LA610F] 

シフォン カスタム[DBA-LA600F/DBA-LA610F] 

ステラ[DBA-LA100F/DBA-LA110F] 

ステラ カスタム[ABA-RN1/ABA-RN2/DBA-LA100F/DBA-LA110F/DBA-RN1/DBA-RN2] 

ダイハツ 

MAX[L950S/L960S] 

アトレー ワゴン[TA-S320G/TA-S330G] 

ウェイク[DBA-LA700S/DBA-LA710S] 

キャスト アクティバ[DBA-LA250S/DBA-LA260S] 

キャスト スタイル[DBA-LA250S/DBA-LA260S] 

キャスト スポーツ[DBA-LA250S/DBA-LA260S] 

コペン[ABA-L880K] 

ソニカ[CBA-L405S/CBA-L415S] 

タント[CBA-L385S/DBA-L375S/DBA-L385S/DBA-LA600S/DBA-LA610S] 

タント エグゼ[CBA-L465S/DBA-L455S] 

タント カスタム[CBA-L375S/CBA-L385S/DBA-L375S/DBA-L385S/DBA-LA600S/DBA-LA610S] 

ハイゼット キャディー[HBD-LA700V/HBD-LA710V] 

ミラ イース[DBA-LA300S/DBA-LA310S] 

ミラ トコット[DBA-LA550S/DBA-LA560S] 

ムーヴ[DBA-L175S/DBA-L185S/DBA-LA100S/DBA-LA110S/DBA-LA150S/DBA-LA160S/L150S/L160S] 

ムーヴ カスタム 

[CBA-L175S/CBA-LA100S/CBA-LA110S/DBA-L175S/DBA-L185S/DBA-LA100S/DBA-LA110S/DBA-LA15

0S/DBA-LA160S/L150S/L152S/L160S] 

 

 WH00012 

トヨタ 

ピクシス エポック[DBA-LA300A/DBA-LA310A] 

ピクシス ジョイ C[DBA-LA250A/DBA-LA260A] 

ピクシス ジョイ F[DBA-LA250A/DBA-LA260A] 

ピクシス ジョイ S[DBA-LA250A/DBA-LA260A] 

ピクシス スペース[DBA-L575A/DBA-L585A] 

ホンダ 

N-BOX +[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-BOX + カスタム[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-BOX SLASH[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-ONE[DBA-JG1/DBA-JG2] 

N-WGN[DBA-JH1/DBA-JH2] 

N-WGN カスタム[DBA-JH1/DBA-JH2] 

ライフ[CBA-JC2/DBA-JC1] 

日産 デイズ[DBA-B21W] 



デイズ ルークス[DBA-B21A] 

モコ[CBA-MG22S/DBA-MG22S/DBA-MG33S] 

ルークス[CBA-ML21S/DBA-ML21S] 

マツダ 

フレア[DAA-MJ44S/DBA-MJ34S] 

フレア カスタムスタイル[DAA-MJ44S/DBA-MJ34S] 

フレア クロスオーバー[DAA-MS41S/DBA-MS31S] 

フレアワゴン[DAA-MM42S/DBA-MM32S] 

フレアワゴン カスタムスタイル[DAA-MM42S/DBA-MM32S] 

フレアワゴン タフスタイル[DAA-MM53S] 

三菱 

eK スペース[DBA-B11A] 

eK スペースカスタム[DBA-B11A] 

デリカ D:2[DBA-MB15S] 

ミラージュ[DBA-A03A/DBA-A05A] 

スズキ 

Kei[ABA-HN22S/CBA-HN22S/LA-HN22S/TA-HN22S/UA-HN22S] 

MR ワゴン[DBA-MF33S] 

MR ワゴン Wit[DBA-MF33S] 

アルト[DBA-HA25S/DBA-HA36S] 

アルト ECO[DBA-HA35S] 

アルト ラパン[DBA-HE22S/DBA-HE33S] 

アルト ラパン ショコラ[DBA-HE22S] 

アルト ワークス[DBA-HA36S] 

シボレー MW[ABA-ME34S/DBA-ME34S] 

スペーシア[DAA-MK42S/DBA-MK32S] 

スペーシア カスタム[DAA-MK42S/DBA-MK32S] 

スペーシア ギア[DAA-MK53S] 

ソリオ[DBA-MA15S] 

ハスラー[DAA-MR41S/DBA-MR31S] 

ハスラー J スタイル[DAA-MR41S] 

パレット[CBA-MK21S/DBA-MK21S] 

パレット SW[CBA-MK21S/DBA-MK21S] 

ワゴン R 

[CBA-MH22S/CBA-MH23S/DAA-MH44S/DAA-MH55S/DBA-MH22S/DBA-MH23S/DBA-MH34S/DBA-MH35S/MH

21S] 

ワゴン R RR[CBA-MH22S/MH21S] 

ワゴン R スティングレー 

[CBA-MH23S/DAA-MH44S/DAA-MH55S/DBA-MH23S/DBA-MH34S/DBA-MH35S] 

スバル 

シフォン[DBA-LA600F/DBA-LA610F] 

シフォン カスタム[DBA-LA600F/DBA-LA610F] 

ステラ[DBA-LA100F/DBA-LA110F] 

ステラ カスタム[ABA-RN1/ABA-RN2/DBA-LA100F/DBA-LA110F/DBA-RN1/DBA-RN2] 

ダイハツ MAX[L950S/L960S] 



アトレー ワゴン[TA-S320G/TA-S330G] 

ウェイク[DBA-LA700S/DBA-LA710S] 

キャスト アクティバ[DBA-LA250S/DBA-LA260S] 

キャスト スタイル[DBA-LA250S/DBA-LA260S] 

キャスト スポーツ[DBA-LA250S/DBA-LA260S] 

コペン[ABA-L880K] 

ソニカ[CBA-L405S/CBA-L415S] 

タント[CBA-L385S/DBA-L375S/DBA-L385S/DBA-LA600S/DBA-LA610S] 

タント エグゼ[CBA-L465S/DBA-L455S] 

タント カスタム[CBA-L375S/CBA-L385S/DBA-L375S/DBA-L385S/DBA-LA600S/DBA-LA610S] 

ハイゼット キャディー[HBD-LA700V/HBD-LA710V] 

ミラ イース[DBA-LA300S/DBA-LA310S] 

ミラ トコット[DBA-LA550S/DBA-LA560S] 

ムーヴ[DBA-L175S/DBA-L185S/DBA-LA100S/DBA-LA110S/DBA-LA150S/DBA-LA160S/L150S/L160S] 

ムーヴ カスタム 

[CBA-L175S/CBA-LA100S/CBA-LA110S/DBA-L175S/DBA-L185S/DBA-LA100S/DBA-LA110S/DBA-LA15

0S/DBA-LA160S/L150S/L152S/L160S] 

 

 WH00024 

トヨタ 

ピクシス エポック[DBA-LA300A/DBA-LA310A] 

ピクシス ジョイ C[DBA-LA250A/DBA-LA260A] 

ピクシス ジョイ F[DBA-LA250A/DBA-LA260A] 

ピクシス ジョイ S[DBA-LA250A/DBA-LA260A] 

ピクシス スペース[DBA-L575A/DBA-L585A] 

ホンダ 

N-BOX +[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-BOX + カスタム[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-BOX SLASH[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-ONE[DBA-JG1/DBA-JG2] 

N-WGN[DBA-JH1/DBA-JH2] 

N-WGN カスタム[DBA-JH1/DBA-JH2] 

ゼスト[CBA-JE2/DBA-JE1] 

ゼストスパーク[CBA-JE2/DBA-JE1] 

ライフ[CBA-JC2/DBA-JC1] 

日産 

デイズ[DBA-B21W] 

デイズ ルークス[DBA-B21A] 

モコ[CBA-MG22S/DBA-MG22S/DBA-MG33S] 

ルークス[CBA-ML21S/DBA-ML21S] 

マツダ 

フレア[DAA-MJ44S/DBA-MJ34S] 

フレア カスタムスタイル[DAA-MJ44S/DBA-MJ34S] 

フレア クロスオーバー[DAA-MS41S/DBA-MS31S] 

フレアワゴン[DAA-MM42S/DBA-MM32S] 



フレアワゴン カスタムスタイル[DAA-MM42S/DBA-MM32S] 

フレアワゴン タフスタイル[DAA-MM53S] 

三菱 

eK スペース[DBA-B11A] 

eK スペースカスタム[DBA-B11A] 

デリカ D:2[DBA-MB15S] 

ミラージュ[DBA-A03A/DBA-A05A] 

スズキ 

Kei[ABA-HN22S/CBA-HN22S/LA-HN22S/TA-HN22S/UA-HN22S] 

MR ワゴン[DBA-MF33S] 

MR ワゴン Wit[DBA-MF33S] 

アルト[DBA-HA25S/DBA-HA36S] 

アルト ECO[DBA-HA35S] 

アルト ラパン[DBA-HE22S/DBA-HE33S] 

アルト ラパン ショコラ[DBA-HE22S] 

アルト ワークス[DBA-HA36S] 

スペーシア[DAA-MK42S/DBA-MK32S] 

スペーシア カスタム[DAA-MK42S/DBA-MK32S] 

スペーシア ギア[DAA-MK53S] 

ハスラー[DAA-MR41S/DBA-MR31S] 

ハスラー J スタイル[DAA-MR41S] 

パレット[CBA-MK21S/DBA-MK21S] 

パレット SW[CBA-MK21S/DBA-MK21S] 

ワゴン R 

[CBA-MH22S/CBA-MH23S/DAA-MH44S/DAA-MH55S/DBA-MH22S/DBA-MH23S/DBA-MH34S/DBA-MH35S/MH

21S] 

ワゴン R RR[CBA-MH22S/MH21S] 

ワゴン R スティングレー 

[CBA-MH23S/DAA-MH44S/DAA-MH55S/DBA-MH23S/DBA-MH34S/DBA-MH35S] 

スバル 

シフォン[DBA-LA600F/DBA-LA610F] 

シフォン カスタム[DBA-LA600F/DBA-LA610F] 

ステラ[DBA-LA100F/DBA-LA110F] 

ステラ カスタム[ABA-RN1/ABA-RN2/DBA-LA100F/DBA-LA110F/DBA-RN1/DBA-RN2] 

ダイハツ 

アトレー ワゴン[TA-S320G/TA-S330G] 

ウェイク[DBA-LA700S/DBA-LA710S] 

キャスト アクティバ[DBA-LA250S/DBA-LA260S] 

キャスト スタイル[DBA-LA250S/DBA-LA260S] 

キャスト スポーツ[DBA-LA250S/DBA-LA260S] 

タント[CBA-L385S/DBA-L375S/DBA-L385S/DBA-LA600S/DBA-LA610S] 

タント カスタム[CBA-L375S/CBA-L385S/DBA-L375S/DBA-L385S/DBA-LA600S/DBA-LA610S] 

ハイゼット キャディー[HBD-LA700V/HBD-LA710V] 

ミラ イース[DBA-LA300S/DBA-LA310S] 

ミラ カスタム[CBA-L275S/CBA-L285S/DBA-L275S/DBA-L285S] 



ミラ トコット[DBA-LA550S/DBA-LA560S] 

ムーヴ[DBA-L175S/DBA-L185S/DBA-LA100S/DBA-LA110S/DBA-LA150S/DBA-LA160S/L150S/L160S] 

ムーヴ カスタム 

[CBA-L175S/CBA-LA100S/CBA-LA110S/DBA-L175S/DBA-L185S/DBA-LA100S/DBA-LA110S/DBA-LA15

0S/DBA-LA160S/L150S/L152S/L160S] 

 

 WH00013 

トヨタ 

ピクシス エポック[DBA-LA300A/DBA-LA310A] 

ピクシス ジョイ C[DBA-LA250A/DBA-LA260A] 

ピクシス ジョイ F[DBA-LA250A/DBA-LA260A] 

ピクシス ジョイ S[DBA-LA250A/DBA-LA260A] 

ピクシス スペース[DBA-L575A/DBA-L585A] 

ホンダ 

N-BOX +[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-BOX + カスタム[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-BOX SLASH[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-ONE[DBA-JG1/DBA-JG2] 

N-WGN[DBA-JH1/DBA-JH2] 

N-WGN カスタム[DBA-JH1/DBA-JH2] 

ゼスト[CBA-JE2/DBA-JE1] 

ゼストスパーク[CBA-JE2/DBA-JE1] 

ライフ[CBA-JC2/DBA-JC1] 

日産 

デイズ[DBA-B21W] 

デイズ ルークス[DBA-B21A] 

モコ[CBA-MG22S/DBA-MG22S/DBA-MG33S] 

ルークス[CBA-ML21S/DBA-ML21S] 

マツダ 

フレア[DAA-MJ44S/DBA-MJ34S] 

フレア カスタムスタイル[DAA-MJ44S/DBA-MJ34S] 

フレア クロスオーバー[DAA-MS41S/DBA-MS31S] 

フレアワゴン[DAA-MM42S/DBA-MM32S] 

フレアワゴン カスタムスタイル[DAA-MM42S/DBA-MM32S] 

フレアワゴン タフスタイル[DAA-MM53S] 

三菱 

eK スペース[DBA-B11A] 

eK スペースカスタム[DBA-B11A] 

デリカ D:2[DBA-MB15S] 

ミラージュ[DBA-A03A/DBA-A05A] 

スズキ 

Kei[ABA-HN22S/CBA-HN22S/LA-HN22S/TA-HN22S/UA-HN22S] 

MR ワゴン[DBA-MF33S] 

MR ワゴン Wit[DBA-MF33S] 

アルト[DBA-HA25S/DBA-HA36S] 

アルト ECO[DBA-HA35S] 

アルト ラパン[DBA-HE22S/DBA-HE33S] 



アルト ラパン ショコラ[DBA-HE22S] 

アルト ワークス[DBA-HA36S] 

スペーシア[DAA-MK42S/DBA-MK32S] 

スペーシア カスタム[DAA-MK42S/DBA-MK32S] 

スペーシア ギア[DAA-MK53S] 

ハスラー[DAA-MR41S/DBA-MR31S] 

ハスラー J スタイル[DAA-MR41S] 

パレット[CBA-MK21S/DBA-MK21S] 

パレット SW[CBA-MK21S/DBA-MK21S] 

ワゴン R 

[CBA-MH22S/CBA-MH23S/DAA-MH44S/DAA-MH55S/DBA-MH22S/DBA-MH23S/DBA-MH34S/DBA-MH35S/MH

21S] 

ワゴン R RR[CBA-MH22S/MH21S] 

ワゴン R スティングレー 

[CBA-MH23S/DAA-MH44S/DAA-MH55S/DBA-MH23S/DBA-MH34S/DBA-MH35S] 

スバル 

シフォン[DBA-LA600F/DBA-LA610F] 

シフォン カスタム[DBA-LA600F/DBA-LA610F] 

ステラ[DBA-LA100F/DBA-LA110F] 

ステラ カスタム[ABA-RN1/ABA-RN2/DBA-LA100F/DBA-LA110F/DBA-RN1/DBA-RN2] 

ダイハツ 

アトレー ワゴン[TA-S320G/TA-S330G] 

ウェイク[DBA-LA700S/DBA-LA710S] 

キャスト アクティバ[DBA-LA250S/DBA-LA260S] 

キャスト スタイル[DBA-LA250S/DBA-LA260S] 

キャスト スポーツ[DBA-LA250S/DBA-LA260S] 

タント[CBA-L385S/DBA-L375S/DBA-L385S/DBA-LA600S/DBA-LA610S] 

タント カスタム[CBA-L375S/CBA-L385S/DBA-L375S/DBA-L385S/DBA-LA600S/DBA-LA610S] 

ハイゼット キャディー[HBD-LA700V/HBD-LA710V] 

ミラ イース[DBA-LA300S/DBA-LA310S] 

ミラ カスタム[CBA-L275S/CBA-L285S/DBA-L275S/DBA-L285S] 

ミラ トコット[DBA-LA550S/DBA-LA560S] 

ムーヴ[DBA-L175S/DBA-L185S/DBA-LA100S/DBA-LA110S/DBA-LA150S/DBA-LA160S/L150S/L160S] 

ムーヴ カスタム 

[CBA-L175S/CBA-LA100S/CBA-LA110S/DBA-L175S/DBA-L185S/DBA-LA100S/DBA-LA110S/DBA-LA15

0S/DBA-LA160S/L150S/L152S/L160S] 

 

 WH00145 

ホンダ 

N-BOX +[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-BOX + カスタム[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-BOX SLASH[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-WGN[DBA-JH1/DBA-JH2] 

N-WGN カスタム[DBA-JH1/DBA-JH2] 



日産 モコ[CBA-MG22S/DBA-MG22S/DBA-MG33S] 

スズキ 

パレット[CBA-MK21S/DBA-MK21S] 

パレット SW[CBA-MK21S/DBA-MK21S] 

ワゴン R[CBA-MH23S/DAA-MH44S/DBA-MH23S/DBA-MH34S] 

ワゴン R スティングレー[CBA-MH23S/DAA-MH44S/DAA-MH55S/DBA-MH23S/DBA-MH34S] 

スバル 
シフォン[DBA-LA600F/DBA-LA610F] 

シフォン カスタム[DBA-LA600F/DBA-LA610F] 

ダイハツ 

タント[CBA-L385S/DBA-L375S/DBA-L385S/DBA-LA600S/DBA-LA610S] 

タント カスタム[CBA-L375S/CBA-L385S/DBA-L375S/DBA-L385S/DBA-LA600S/DBA-LA610S] 

ムーヴ[DBA-L175S/DBA-L185S/DBA-LA100S/DBA-LA110S/DBA-LA150S/DBA-LA160S] 

ムーヴ カスタム 

[CBA-L175S/CBA-LA100S/CBA-LA110S/DBA-L175S/DBA-L185S/DBA-LA100S/DBA-LA110S/DBA-LA15

0S/DBA-LA160S] 

 

 WH00144 

ホンダ 

N-BOX +[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-BOX + カスタム[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-BOX SLASH[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-WGN[DBA-JH1/DBA-JH2] 

N-WGN カスタム[DBA-JH1/DBA-JH2] 

日産 モコ[CBA-MG22S/DBA-MG22S/DBA-MG33S] 

スズキ 

パレット[CBA-MK21S/DBA-MK21S] 

パレット SW[CBA-MK21S/DBA-MK21S] 

ワゴン R[CBA-MH23S/DAA-MH44S/DBA-MH23S/DBA-MH34S] 

ワゴン R スティングレー[CBA-MH23S/DAA-MH44S/DAA-MH55S/DBA-MH23S/DBA-MH34S] 

スバル 
シフォン[DBA-LA600F/DBA-LA610F] 

シフォン カスタム[DBA-LA600F/DBA-LA610F] 

ダイハツ 

タント[CBA-L385S/DBA-L375S/DBA-L385S/DBA-LA600S/DBA-LA610S] 

タント カスタム[CBA-L375S/CBA-L385S/DBA-L375S/DBA-L385S/DBA-LA600S/DBA-LA610S] 

ムーヴ[DBA-L175S/DBA-L185S/DBA-LA100S/DBA-LA110S/DBA-LA150S/DBA-LA160S] 

ムーヴ カスタム 

[CBA-L175S/CBA-LA100S/CBA-LA110S/DBA-L175S/DBA-L185S/DBA-LA100S/DBA-LA110S/DBA-LA15

0S/DBA-LA160S] 

 

■AW-102 

 WH00038 

トヨタ アクア[NHP10] 

アレックス[TA-ZZE123] 

ホンダ シビック[ABA-EU4/EU1/EU2] 

フィット[DBA-GD1] 

※お車の状態によっては、キャリパーに干渉する可能性があります。 



 

 WH00039 

トヨタ 
アクア[NHP10] 

アレックス[TA-ZZE123] 

ホンダ 
シビック[ABA-EU4/EU1/EU2] 

フィット[DBA-GD1] 

※お車の状態によっては、キャリパーに干渉する可能性があります。 

 

■AW-205 

 WH00052 

トヨタ 

bB[CBA-QNC20/CBA-QNC21/CBA-QNC25] 

アレックス[TA-ZZE123] 

ヴィッツ 

[CBA-NCP13/CBA-NCP95/CBA-SCP13/DAA-NHP130/DBA-KSP130/DBA-KSP90/DBA-NCP131/DBA-NCP91

/DBA-NSP130/DBA-SCP90/NCP10/SCP10] 

カローラ[CBA-NZE124/CBA-ZZE122/CBA-ZZE124] 

カローラ アクシオ[DBA-NZE144/DBA-NZE161/DBA-NZE164] 

カローラ アクシオ ハイブリッド[DAA-NKE165] 

カローラ フィールダー 

[CE121G/DBA-NRE161G/DBA-NZE144G/DBA-ZRE142G/DBA-ZRE144G/DBA-ZRE162G/NZE124G/ZZE122G

/ZZE123G] 

カローラ フィールダー ハイブリッド[DAA-NKE165G] 

スペイド[DBA-NSP140] 

ベルタ[CBA-NCP96/DBA-KSP92/DBA-SCP92] 

ラクティス[CBA-NCP105/DBA-NCP100/DBA-SCP100] 

ホンダ 

シビック[ABA-EU4/EU1/EU2] 

シビック フェリオ[ABA-ES2/ABA-ET2/CBA-ES1/CBA-ES3] 

フィット[DBA-GD1] 

マツダ 

デミオ 

[CBA-DJLFS/DBA-DE3AS/DBA-DE3FS/DBA-DE5FS/DBA-DEJFS/DBA-DJ3FS/DBA-DY3R/DBA-DY3W/DBA-

DY5R/DBA-DY5W/LA-DY3R/LA-DY3W/LA-DY5R/LA-DY5W/LDA-DJ5FS] 

ベリーサ[DBA-DC5R/DBA-DC5W] 

ロードスター[DBA-ND5RC] 

三菱 ランサーワゴン[DBA-CS2W] 

スズキ 
イグニス[DAA-FF21S] 

スイフト[DBA-ZC72S/DBA-ZD11S/DBA-ZD21S/DBA-ZD72S/HT51S] 

スバル デックス[CBA-M401F/DBA-M401F/DBA-M411F] 

ダイハツ クー[CBA-M401S/CBA-M402S/CBA-M411S] 

 

 WH00167 

ホンダ N-BOX +[DBA-JF1/DBA-JF2] 



N-BOX + カスタム[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-BOX SLASH[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-WGN[DBA-JH1/DBA-JH2] 

N-WGN カスタム[DBA-JH1/DBA-JH2] 

日産 モコ[CBA-MG22S/DBA-MG22S/DBA-MG33S] 

スズキ 

パレット[CBA-MK21S/DBA-MK21S] 

パレット SW[CBA-MK21S/DBA-MK21S] 

ワゴン R[CBA-MH23S/DAA-MH44S/DBA-MH23S/DBA-MH34S] 

ワゴン R スティングレー[CBA-MH23S/DAA-MH44S/DAA-MH55S/DBA-MH23S/DBA-MH34S] 

スバル 
シフォン[DBA-LA600F/DBA-LA610F] 

シフォン カスタム[DBA-LA600F/DBA-LA610F] 

ダイハツ 

タント[CBA-L385S/DBA-L375S/DBA-L385S/DBA-LA600S/DBA-LA610S] 

タント カスタム[CBA-L375S/CBA-L385S/DBA-L375S/DBA-L385S/DBA-LA600S/DBA-LA610S] 

ムーヴ[DBA-L175S/DBA-L185S/DBA-LA100S/DBA-LA110S/DBA-LA150S/DBA-LA160S] 

ムーヴ カスタム 

[CBA-L175S/CBA-LA100S/CBA-LA110S/DBA-L175S/DBA-L185S/DBA-LA100S/DBA-LA110S/DBA-LA15

0S/DBA-LA160S] 

 

 WH00165 

ホンダ 

N-BOX +[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-BOX + カスタム[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-BOX SLASH[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-WGN[DBA-JH1/DBA-JH2] 

N-WGN カスタム[DBA-JH1/DBA-JH2] 

日産 モコ[CBA-MG22S/DBA-MG22S/DBA-MG33S] 

スズキ 

パレット[CBA-MK21S/DBA-MK21S] 

パレット SW[CBA-MK21S/DBA-MK21S] 

ワゴン R[CBA-MH23S/DAA-MH44S/DBA-MH23S/DBA-MH34S] 

ワゴン R スティングレー[CBA-MH23S/DAA-MH44S/DAA-MH55S/DBA-MH23S/DBA-MH34S] 

スバル 
シフォン[DBA-LA600F/DBA-LA610F] 

シフォン カスタム[DBA-LA600F/DBA-LA610F] 

ダイハツ 

タント[CBA-L385S/DBA-L375S/DBA-L385S/DBA-LA600S/DBA-LA610S] 

タント カスタム[CBA-L375S/CBA-L385S/DBA-L375S/DBA-L385S/DBA-LA600S/DBA-LA610S] 

ムーヴ[DBA-L175S/DBA-L185S/DBA-LA100S/DBA-LA110S/DBA-LA150S/DBA-LA160S] 

ムーヴ カスタム 

[CBA-L175S/CBA-LA100S/CBA-LA110S/DBA-L175S/DBA-L185S/DBA-LA100S/DBA-LA110S/DBA-LA15

0S/DBA-LA160S] 

 

■AW-279A 

 WH00236 

トヨタ bB[CBA-QNC20/CBA-QNC21/CBA-QNC25] 



アレックス[TA-ZZE123] 

ヴィッツ[CBA-NCP13/CBA-NCP95/CBA-SCP13/DBA-KSP90/DBA-NCP91/DBA-SCP90/NCP10/SCP10] 

カローラ[CBA-NZE124/CBA-ZZE122/CBA-ZZE124] 

カローラ アクシオ[DBA-NZE144] 

カローラ フィールダー 

[CE121G/DBA-NRE161G/DBA-NZE144G/DBA-ZRE142G/DBA-ZRE144G/DBA-ZRE162G/NZE124G/ZZE122G

/ZZE123G] 

カローラ フィールダー ハイブリッド[DAA-NKE165G] 

サクシード ワゴン[CBA-NCP58G/CBA-NCP59G/DBA-NCP58G/DBA-NCP59G/UA-NCP58G/UA-NCP59G] 

パッソ[DBA-KGC35] 

プロボックス ワゴン 

[CBA-NCP58G/CBA-NCP59G/DBA-NCP58G/DBA-NCP59G/UA-NCP58G/UA-NCP59G] 

ポルテ[CBA-NNP10/CBA-NNP11/DBA-NNP10/DBA-NNP11/DBA-NNP15] 

ホンダ 

シビック フェリオ[ABA-ES2/ABA-ET2/CBA-ES1/CBA-ES3] 

フィット[DBA-GD1] 

フィット アリア[DBA-GD6/DBA-GD7/DBA-GD8/DBA-GD9] 

日産 

ティーダ[CBA-JC11(A/T)/DBA-C11/DBA-JC11(A/T)/DBA-NC11] 

ティーダ ラティオ[DBA-SC11/DBA-SNC11] 

ノート[CBA-ZE11/DBA-E11/DBA-NE11] 

マツダ 

デミオ 

[DBA-DE3AS/DBA-DE3FS/DBA-DE5FS/DBA-DEJFS/DBA-DY3R/DBA-DY3W/DBA-DY5R/DBA-DY5W/LA-DY3

R/LA-DY3W/LA-DY5R/LA-DY5W] 

ファミリア[BJ5P] 

ベリーサ[DBA-DC5R/DBA-DC5W] 

ロードスター[NB6C/NB8C] 

三菱 
コルト[ABA-Z23A/CBA-Z27A/DBA-Z21A/DBA-Z22A/DBA-Z23A/DBA-Z24A/Z21A/Z22A/Z23A/Z24A] 

コルト プラス[DBA-Z23W/DBA-Z24W] 

スズキ 
エリオ セダン[ABA-RA21S/ABA-RC51S/CBA-RA21S] 

スイフト[DBA-ZD11S/DBA-ZD21S] 

スバル デックス[CBA-M401F/DBA-M401F/DBA-M411F] 

ダイハツ 
クー[CBA-M401S/CBA-M402S/CBA-M411S] 

ブーン[DBA-M601S] 

 

 

 WH00237 

トヨタ 

bB[CBA-QNC20/CBA-QNC21/CBA-QNC25] 

アレックス[TA-ZZE123] 

ヴィッツ[CBA-NCP13/CBA-NCP95/CBA-SCP13/DBA-KSP90/DBA-NCP91/DBA-SCP90/NCP10/SCP10] 

カローラ[CBA-NZE124/CBA-ZZE122/CBA-ZZE124] 

カローラ アクシオ[DBA-NZE144] 

カローラ フィールダー 



[CE121G/DBA-NRE161G/DBA-NZE144G/DBA-ZRE142G/DBA-ZRE144G/DBA-ZRE162G/NZE124G/ZZE122G

/ZZE123G] 

カローラ フィールダー ハイブリッド[DAA-NKE165G] 

スペイド[DBA-NSP140] 

ベルタ[CBA-NCP96/DBA-KSP92/DBA-SCP92] 

ホンダ 

シビック[ABA-EU4/EU1/EU2] 

シビック フェリオ[ABA-ES2/ABA-ET2/CBA-ES1/CBA-ES3] 

フィット[DBA-GD1] 

日産 

ウイングロード[DBA-JY12/DBA-NY12/DBA-Y12] 

ティーダ[CBA-JC11(A/T)/DBA-C11/DBA-JC11(A/T)/DBA-NC11] 

ティーダ ラティオ[DBA-SC11/DBA-SNC11] 

ノート[CBA-ZE11/DAA-HE12/DBA-E11/DBA-E12/DBA-NE11/DBA-NE12] 

ブルーバード シルフィ[DBA-G11/DBA-KG11/DBA-NG11] 

マーチ[DBA-K13/DBA-NK13] 

ラティオ[DBA-N17] 

マツダ 

デミオ 

[DBA-DE3AS/DBA-DE3FS/DBA-DE5FS/DBA-DEJFS/DBA-DY3R/DBA-DY3W/DBA-DY5R/DBA-DY5W/LA-DY3

R/LA-DY3W/LA-DY5R/LA-DY5W] 

ベリーサ[DBA-DC5R/DBA-DC5W] 

ロードスター[DBA-ND5RC] 

三菱 ランサーワゴン[DBA-CS2W] 

スズキ 
エリオ セダン[ABA-RA21S/ABA-RC51S/CBA-RA21S] 

スイフト[DBA-ZD11S/DBA-ZD21S/HT51S] 

スバル デックス[CBA-M401F/DBA-M401F/DBA-M411F] 

ダイハツ クー[CBA-M401S/CBA-M402S/CBA-M411S] 

 

 WH00238 

トヨタ 

bB[CBA-QNC20/CBA-QNC21/CBA-QNC25] 

アレックス[TA-ZZE123] 

ヴィッツ 

[CBA-NCP13/CBA-NCP95/CBA-SCP13/DAA-NHP130/DBA-KSP130/DBA-KSP90/DBA-NCP131/DBA-NCP91

/DBA-NSP130/DBA-SCP90/NCP10/SCP10] 

カローラ[CBA-NZE124/CBA-ZZE122/CBA-ZZE124] 

カローラ アクシオ[DBA-NZE144/DBA-NZE161/DBA-NZE164] 

カローラ アクシオ ハイブリッド[DAA-NKE165] 

カローラ フィールダー

[CE121G/DBA-NRE161G/DBA-NZE144G/DBA-ZRE142G/DBA-ZRE144G/DBA-ZRE162G/NZE124G/ZZE122G

/ZZE123G] 

カローラ フィールダー ハイブリッド[DAA-NKE165G] 

スペイド[DBA-NSP140] 

ベルタ[CBA-NCP96/DBA-KSP92/DBA-SCP92] 



ラクティス[CBA-NCP105/DBA-NCP100/DBA-SCP100] 

ホンダ 

シビック[ABA-EU4/EU1/EU2] 

シビック フェリオ[ABA-ES2/ABA-ET2/CBA-ES1/CBA-ES3] 

フィット[DBA-GD1] 

日産 

ウイングロード[DBA-JY12/DBA-NY12/DBA-Y12] 

キューブ[DBA-NZ12/DBA-Z12] 

ティーダ[CBA-JC11(A/T)/DBA-C11/DBA-JC11(A/T)/DBA-NC11] 

ティーダ ラティオ[DBA-SC11/DBA-SNC11] 

ノート[CBA-ZE11/DAA-HE12/DBA-E11/DBA-E12/DBA-NE11/DBA-NE12] 

ブルーバード シルフィ[DBA-G11/DBA-KG11/DBA-NG11] 

マーチ[DBA-K13/DBA-NK13] 

ラティオ[DBA-N17] 

マツダ 

デミオ 

[CBA-DJLFS/DBA-DE3AS/DBA-DE3FS/DBA-DE5FS/DBA-DEJFS/DBA-DJ3FS/DBA-DY3R/DBA-DY3W/DBA-

DY5R/DBA-DY5W/LA-DY3R/LA-DY3W/LA-DY5R/LA-DY5W/LDA-DJ5FS] 

ベリーサ[DBA-DC5R/DBA-DC5W] 

ロードスター[DBA-ND5RC] 

三菱 ランサーワゴン[DBA-CS2W] 

スズキ スイフト[DBA-ZC72S/DBA-ZD11S/DBA-ZD21S/DBA-ZD72S/HT51S] 

スバル デックス[CBA-M401F/DBA-M401F/DBA-M411F] 

ダイハツ クー[CBA-M401S/CBA-M402S/CBA-M411S] 

 

 WH00083 

トヨタ 

アベンシス セダン[UA-AZT250] 

アベンシス ワゴン[CBA-AZT250W/CBA-AZT251W/CBA-AZT255W/UA-AZT250W/UA-AZT255W] 

アリオン[DBA-ZRT260/DBA-ZRT261/DBA-ZRT265] 

イスト[DBA-NCP110/DBA-NCP115] 

ウィッシュ[DBA-ZGE21G] 

カローラ スポーツ[3BA-NRE210H/3BA-NRE214H/6AA-ZWE211H] 

シエンタ[DBA-NCP175G/DBA-NSP170G] 

シエンタ ハイブリッド[DAA-NHP170G] 

ビスタ[ZZY50] 

ビスタ アルデオ[ZZX50G] 

プリウス[DAA-NHW20/DAA-ZVW30/DAA-ZVW50/DAA-ZVW51/DAA-ZVW55] 

プリウス PHV[DLA-ZVW52] 

プレミオ[AZT240/DBA-NZT260/DBA-ZRT260/DBA-ZRT261/NZT240/ZZT240/ZZT245] 

ラクティス[DBA-NCP120/DBA-NCP125/DBA-NSP120] 

スバル 

BRZ[DBA-ZC6] 

インプレッサ G4[DBA-GJ6] 

インプレッサ XV[DBA-GP7] 

インプレッサ XV ハイブリッド[DAA-GPE] 



エクシーガ クロスオーバー7[DBA-YAM] 

トレジア[DBA-NCP120X/DBA-NCP125X/DBA-NSP120X] 

フォレスター[CBA-SH5/CBA-SH9/DBA-SH5/DBA-SHJ/DBA-SJ5/DBA-SJG/SF5/SF9/SG5(NA)] 

レガシィ アウトバック[DBA-BR9/DBA-BRF] 

 

■AW-105 

 WH00084 

マツダ ユーノスロードスター[NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C] 

※お車の状態によっては、フェンダーに干渉する可能性があります。 

 

■AW-082A 

 WH00091 

トヨタ 

イスト[CBA-NCP61/DBA-NCP60/NCP60] 

シエンタ[DBA-NCP81G/DBA-NCP85G/UA-NCP81G/UA-NCP85G] 

ラウム[CBA-NCZ20/CBA-NCZ25] 

マツダ ロードスター[NB6C/NB8C] 

 

■AW-241 

 WH00176 

トヨタ 

C-HR[DAA-ZYX10/DBA-NGX50] 

RAV4[DBA-ACA31W/DBA-ACA36W] 

RAV4 L/J[CBA-ACA20W/CBA-ACA21W/CBA-ZCA25W/CBA-ZCA26W] 

アルテッツァ ジータ[JCE10W/JCE15W] 

アルファード[DBA-ANH10W] 

エスティマ[DBA-ACR50W/DBA-ACR55W/DBA-GSR50W/DBA-GSR55W] 

エスティマ ハイブリッド[CAA-AHR10W] 

オーリス[DAA-ZWE186H/DBA-NRE185H/DBA-NZE154H/DBA-ZRE154H/DBA-ZRE186H] 

カムリ[DAA-AVV50] 

カローラ ルミオン[DBA-ZRE154N] 

クラウン ロイヤル[DBA-GRS200/DBA-GRS201/DBA-GRS202/DBA-GRS203] 

クレスタ[GX105] 

チェイサー[LX100] 

ナディア[SXN10H] 

プリウスα[DAA-ZVW40W] 

ブレイド[DBA-AZE154H/DBA-AZE156H/DBA-GRE156H] 

マーク II[GX110/GX115/JZX110/JZX115] 

マーク II ブリット[GH-JZX110W/TA-GX110W/TA-GX115W/TA-JZX110W/TA-JZX115W] 

ホンダ 

CR-V[DBA-RE3/DBA-RE4/DBA-RM1/DBA-RM4] 

CR-Z[DAA-ZF1] 

HR-V[GH3/GH4] 

アコード ツアラー[DBA-CW1/DBA-CW2] 



アコード ハイブリッド[DAA-CR6/DAA-CR7] 

インテグラ[DC5] 

エディックス[ABA-BE4/DBA-BE3] 

オデッセイ[DBA-RB1/DBA-RB2/LA-RB2] 

ジェイド[DBA-FR5] 

ジェイド ハイブリッド[DAA-FR4] 

シビック[DBA-FD1/DBA-FD2] 

ストリーム[RN1/RN2/RN3/RN4] 

日産 

エルグランド[DBA-PE52/DBA-PNE52/DBA-TE52/DBA-TNE52] 

ジューク[CBA-NF15/DBA-YF15] 

シルフィ[DBA-TB17] 

セレナ[PC24/PNC24/RC24/TC24/TNC24/VC24/VNC24] 

ティアナ 

[CBA-J31/CBA-PJ31/CBA-PJ32/CBA-TNJ31/CBA-TNJ32/DBA-J32/DBA-L33/UA-J31/UA-PJ31/UA-TN

J31] 

フーガ[CBA-GY50/CBA-PNY50/CBA-PY50/CBA-Y50/DBA-PNY50/DBA-PY50/DBA-Y50] 

プリメーラ[TA-RP12/UA-QP12/UA-TNP12/UA-TP12] 

プリメーラ ワゴン[WRP12/WTNP12/WTP12] 

ラフェスタ[CBA-B30/CBA-NB30/DBA-B30/DBA-NB30] 

リーフ[ZAA-AZE0] 

マツダ 

CX-3[LDA-DK5AW/LDA-DK5FW] 

CX-5[DBA-KE5FW/DBA-KEEFW/DBA-KF5P/DBA-KFEP/LDA-KE2AW/LDA-KE2FW/LDA-KF2P] 

MPV[DBA-LY3P] 

RX-8[ABA-SE3P/CBA-SE3P/LA-SE3P] 

アクセラ スポーツ[DBA-BM5FS/LDA-BMLFS] 

アクセラ セダン[DBA-BM5AP/DBA-BM5FP/LDA-BM2AP] 

アクセラ ハイブリッド[DAA-BYEFP] 

アテンザ[DBA-GJEFP/LDA-GJ2AP/LDA-GJ2FP] 

アテンザ スポーツ[GG3S(純正 15 インチ)/GG3S(純正 17 インチ)/GG3S(純正 18 インチ)/GGES] 

アテンザ スポーツワゴン[CBA-GY3W(純正 15 インチ)/CBA-GY3W(純正 17 インチ)/DBA-GY3W(純

正 17 インチ)/DBA-GYEW/LA-GY3W(純正 15 インチ)/LA-GY3W(純正 17 インチ)/UA-GY3W(純正 17

インチ)] 

アテンザ セダン[DBA-GG3P/GG3P/GGEP] 

アテンザ ワゴン[DBA-GJ5FW/DBA-GJEFW/LDA-GJ2AW/LDA-GJ2FW] 

トリビュート[EP3W/EPEW] 

プレマシー[DBA-CWEAW/DBA-CWEFW/DBA-CWFFW] 

三菱 

RVR[DBA-GA3W/DBA-GA4W] 

エアトレック[CU2W/CU5W] 

ギャラン フォルティス[CBA-CY4A/DBA-CY3A/DBA-CY6A] 

ギャラン フォルティス スポーツバック[DBA-CX3A/DBA-CX4A] 

ディオン[CR5W] 



パジェロイオ[H76W/H77W] 

 

 WH00150 

ホンダ 

N-BOX +[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-BOX + カスタム[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-BOX SLASH[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-WGN[DBA-JH1/DBA-JH2] 

N-WGN カスタム[DBA-JH1/DBA-JH2] 

日産 モコ[CBA-MG22S/DBA-MG22S/DBA-MG33S] 

スズキ 

パレット[CBA-MK21S/DBA-MK21S] 

パレット SW[CBA-MK21S/DBA-MK21S] 

ワゴン R[CBA-MH23S/DAA-MH44S/DBA-MH23S/DBA-MH34S] 

ワゴン R スティングレー[CBA-MH23S/DAA-MH44S/DAA-MH55S/DBA-MH23S/DBA-MH34S] 

スバル 
シフォン[DBA-LA600F/DBA-LA610F] 

シフォン カスタム[DBA-LA600F/DBA-LA610F] 

ダイハツ 

タント[CBA-L385S/DBA-L375S/DBA-L385S/DBA-LA600S/DBA-LA610S] 

タント カスタム[CBA-L375S/CBA-L385S/DBA-L375S/DBA-L385S/DBA-LA600S/DBA-LA610S] 

ムーヴ[DBA-L175S/DBA-L185S/DBA-LA100S/DBA-LA110S/DBA-LA150S/DBA-LA160S] 

ムーヴ カスタム 

[CBA-L175S/CBA-LA100S/CBA-LA110S/DBA-L175S/DBA-L185S/DBA-LA100S/DBA-LA110S/DBA-LA15

0S/DBA-LA160S] 

 

 WH00161 

ホンダ 

N-BOX +[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-BOX + カスタム[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-BOX SLASH[DBA-JF1/DBA-JF2] 

N-WGN[DBA-JH1/DBA-JH2] 

N-WGN カスタム[DBA-JH1/DBA-JH2] 

日産 モコ[CBA-MG22S/DBA-MG22S/DBA-MG33S] 

スズキ 

パレット[CBA-MK21S/DBA-MK21S] 

パレット SW[CBA-MK21S/DBA-MK21S] 

ワゴン R[CBA-MH23S/DAA-MH44S/DBA-MH23S/DBA-MH34S] 

ワゴン R スティングレー[CBA-MH23S/DAA-MH44S/DAA-MH55S/DBA-MH23S/DBA-MH34S] 

スバル 
シフォン[DBA-LA600F/DBA-LA610F] 

シフォン カスタム[DBA-LA600F/DBA-LA610F] 

ダイハツ 

タント[CBA-L385S/DBA-L375S/DBA-L385S/DBA-LA600S/DBA-LA610S] 

タント カスタム[CBA-L375S/CBA-L385S/DBA-L375S/DBA-L385S/DBA-LA600S/DBA-LA610S] 

ムーヴ[DBA-L175S/DBA-L185S/DBA-LA100S/DBA-LA110S/DBA-LA150S/DBA-LA160S] 

ムーヴ カスタム 

[CBA-L175S/CBA-LA100S/CBA-LA110S/DBA-L175S/DBA-L185S/DBA-LA100S/DBA-LA110S/DBA-LA15

0S/DBA-LA160S] 



 

 WH00192 

トヨタ プリウス[DAA-ZVW30/DAA-ZVW30（L)] 

 

■Verthandi KR307 

 WH00502 

トヨタ 

イスト[CBA-NCP61/DBA-NCP60/NCP60] 

ヴィッツ[CBA-NCP13/CBA-SCP13/NCP10/SCP10] 

ポルテ[CBA-NNP10/CBA-NNP11/DBA-NNP10/DBA-NNP11/DBA-NNP15] 

ホンダ シビック[ABA-EU4/EU1/EU2] 

三菱 
コルト[ABA-Z23A/CBA-Z27A/DBA-Z21A/DBA-Z22A/DBA-Z23A/DBA-Z24A/Z21A/Z22A/Z23A/Z24A] 

コルト プラス[DBA-Z23W/DBA-Z24W] 

 

 WH00449 

トヨタ 

アベンシス セダン[UA-AZT250] 

アベンシス ワゴン[CBA-AZT250W/CBA-AZT251W/CBA-AZT255W/UA-AZT250W/UA-AZT255W] 

アリオン[DBA-ZRT260/DBA-ZRT261/DBA-ZRT265] 

ウィッシュ[DBA-ZGE21G] 

カローラ スポーツ[3BA-NRE210H/3BA-NRE214H/6AA-ZWE211H] 

シエンタ[DBA-NCP175G/DBA-NSP170G] 

シエンタ ハイブリッド[DAA-NHP170G] 

ビスタ[ZZY50] 

ビスタ アルデオ[ZZX50G] 

プリウス[DAA-ZVW30/DAA-ZVW51] 

プリウス PHV[DLA-ZVW35/DLA-ZVW52] 

プレミオ[AZT240/DBA-NZT260/DBA-ZRT260/DBA-ZRT261/NZT240/ZZT240/ZZT245] 

スバル 

BRZ[DBA-ZC6] 

インプレッサ G4[DBA-GJ6] 

フォレスター[CBA-SH5/CBA-SH9/DBA-SH5/DBA-SHJ/SF5/SF9/SG5(NA)] 

 

 WH00450 

トヨタ 

アベンシス セダン[UA-AZT250] 

アベンシス ワゴン[CBA-AZT250W/CBA-AZT251W/CBA-AZT255W/UA-AZT250W/UA-AZT255W] 

アリオン[DBA-ZRT260/DBA-ZRT261/DBA-ZRT265] 

ウィッシュ[DBA-ZGE21G] 

カローラ スポーツ[3BA-NRE210H/3BA-NRE214H/6AA-ZWE211H] 

シエンタ[DBA-NCP175G/DBA-NSP170G] 

シエンタ ハイブリッド[DAA-NHP170G] 

ビスタ[ZZY50] 

ビスタ アルデオ[ZZX50G] 

プリウス[DAA-ZVW30/DAA-ZVW51] 



プリウス PHV[DLA-ZVW35/DLA-ZVW52] 

プレミオ[AZT240/DBA-NZT260/DBA-ZRT260/DBA-ZRT261/NZT240/ZZT240/ZZT245] 

スバル 

BRZ[DBA-ZC6] 

インプレッサ G4[DBA-GJ6] 

フォレスター[CBA-SH5/CBA-SH9/DBA-SH5/DBA-SHJ/SF5/SF9/SG5(NA)] 

 

■Verthandi KR732 

 WH00453 

トヨタ アリオン[DBA-ZZT245] 

カリーナ[AT210/AT211/AT212/CT211/CT216/ST215] 

カローラ スポーツ[3BA-NRE210H/3BA-NRE214H/6AA-ZWE211H] 

ビスタ[ZZY50] 

プリウス[DAA-ZVW50/DAA-ZVW51/DAA-ZVW55] 

プリウス PHV[DLA-ZVW52] 

プレミオ[AZT240/NZT240/ZZT240/ZZT245] 

スバル フォレスター[SF5/SF9/SG5(NA)] 

 

 WH00454 

トヨタ イスト[CBA-NCP61/DBA-NCP60/NCP60] 

ヴィッツ[CBA-NCP13/CBA-SCP13/NCP10/SCP10] 

ポルテ[CBA-NNP10/CBA-NNP11/DBA-NNP10/DBA-NNP11/DBA-NNP15] 

ホンダ シビック[ABA-EU4/EU1/EU2] 

三菱 コルト[ABA-Z23A/CBA-Z27A/DBA-Z21A/DBA-Z22A/DBA-Z23A/DBA-Z24A/Z21A/Z22A/Z23A/Z24A] 

コルト プラス[DBA-Z23W/DBA-Z24W] 

 

 WH00455 

レクサス 
CT[DAA-ZWA10(200h 純正 15 インチ装着車)/DAA-ZWA10(F スポーツ)/DAA-ZWA10(バージョン

C/L)] 

スバル 

brz[DBA-ZC6] 

フォレスター[CBA-SH5/CBA-SH9/DBA-SH5/DBA-SHJ/SF5/SF5(STi Ⅱ)/SF9/SG5(NA)/SG5(クロス

スポーツ・前期)/SG5(クロススポーツ・後期)/SG5(ターボ)] 

インプレッサ G4[DBA-GJ2/DBA-GJ3/DBA-GJ6/DBA-GJ7] 

インプレッサスポーツ[DBA-GP2/DBA-GP3/DBA-GP6/DBA-GP7] 

トヨタ 

86[DBA-ZN6(標準キャリパー)] 

アリオン[CDBA-NZT260(M/C 前)/DBA-NZT260(M/C後)/DBA-ZRT260/DBA-ZRT261/DBA-ZRT265] 

アベンシスセダン[CBA-AZT250/CBA-AZT251/CBA-AZT255/UA-AZT250/UA-AZT255 ] 

アベンシスワゴン[CBA-AZT250W/CBA-AZT251W/CBA-AZT255W/UA-AZT250W/UA-AZT255W] 

カルディナ[CBA-AZT246W/CBA-ST246W] 

カローラスポーツ[3BA-NRE210H/3BA-NRE214H/6AA-ZWE211H] 

プレミオ[AZT240/DBA-NZT260/DBA-ZRT260/DBA-ZRT261/DBA-ZRT265/NZT240/ZZT240/ZZT245] 

プリウス[DAA-ZVW30/DAA-ZVW30(L)/DAA-ZVW51] 



プリウス PHV[DLA-ZVW35/DLA-ZVW52] 

シエンタ[DBA-NCP175G/DBA-NSP170G] 

シエンタハイブリッド[DAA-NHP170G] 

ビスタ[AZV50/SV50/SV55/ZZV50/ZZY50] 

ビスタアルデオ[AZV50G/AZV55G/SV50G/SV55G/ZZV50G/ZZX50G] 

ウィッシュ

[CBA-ZNE14G/DBA-ANE10G/DBA-ANE11W/DBA-ZGE20G/DBA-ZGE20W/DBA-ZGE21G/DBA-ZGE22W/DBA-Z

GE25G/DBA-ZGE25W/DBA-ZNE10G/UA-ANE10G/UA-ANE11W/UA-ZNE10G/UA-ZNE14G] 

 

 WH00456 

トヨタ 

アイシス

[CBA-ANM10G/CBA-ANM10W/CBA-ANM15G/CBA-ANM15W/CBA-ZNM10G/CBA-ZNM10W/DBA-ANM10G/DBA-A

NM10W/DBA-ANM15G/DBA-ANM15W/DBA-ZGM10G/DBA-ZGM10W/DBA-ZGM11G/DBA-ZGM11W/DBA-ZGM15G/

DBA-ZGM15W] 

エスクァイア[DBA-ZRR80G/DBA-ZRR85G] 

エスクァイア ハイブリッド[DAA-ZWR80G] 

エスティマ ハイブリッド[CAA-AHR10W] 

マーク II[GX110/GX115/JZX110/JZX115] 

ホンダ 

アコード[ABA-CL7/ABA-CL8/ABA-CL9/DBA-CL7] 

アコード ツアラー[DBA-CW1] 

アコード ワゴン[LA-CM3/UA-CM2] 

ヴェゼル[DBA-RU1/DBA-RU2] 

ヴェゼル ハイブリッド[DAA-RU3/DAA-RU4] 

エディックス[ABA-BE4/DBA-BE3] 

オデッセイ[DAA-RC4/DBA-RB1/DBA-RB2/DBA-RC1/DBA-RC2] 

マツダ 

アクセラ[CBA-BK3P/DBA-BK5P/DBA-BL5FP/DBA-BLEFP] 

アクセラ スポーツ[DBA-BL5FW/DBA-BLEFW/DBA-BLFFW/DBA-BM5FS/LDA-BMLFS] 

アクセラ セダン[DBA-BM5AP/DBA-BM5FP] 

アクセラ ハイブリッド[DAA-BYEFP] 

アテンザ スポーツ[GG3S(純正 15 インチ)/GG3S(純正 17 インチ)/GGES] 

アテンザ スポーツワゴン[CBA-GY3W(純正 15 インチ)/CBA-GY3W(純正 17 インチ)/DBA-GY3W(純

正 17 インチ)/DBA-GYEW/LA-GY3W(純正 15 インチ)/LA-GY3W(純正 17 インチ)/UA-GY3W(純正 17

インチ)] 

アテンザ セダン[GG3P/GGEP] 

ビアンテ[DBA-CC3FW/DBA-CCEAW/DBA-CCEFW/DBA-CCFFW] 

プレマシー[DBA-CR3W/DBA-CREW/DBA-CWEAW/DBA-CWEFW/DBA-CWFFW] 

ロードスター[CBA-NCEC/DBA-NCEC] 

■Verthandi KR1074 

 WH00459 

トヨタ 
イスト[CBA-NCP61/DBA-NCP60/NCP60] 

サクシード ワゴン[CBA-NCP58G/CBA-NCP59G/DBA-NCP58G/DBA-NCP59G/UA-NCP58G/UA-NCP59G] 



シエンタ[DBA-NCP81G/DBA-NCP85G/UA-NCP81G/UA-NCP85G] 

プロボックス ワゴン

[CBA-NCP58G/CBA-NCP59G/DBA-NCP58G/DBA-NCP59G/UA-NCP58G/UA-NCP59G] 

ラウム[CBA-NCZ20/CBA-NCZ25] 

マツダ 
ファミリア[BJ5P] 

ロードスター[NB6C/NB8C] 

 

 WH00460 

トヨタ 

イスト[CBA-NCP61/DBA-NCP60/NCP60] 

サクシード ワゴン[CBA-NCP58G/CBA-NCP59G/DBA-NCP58G/DBA-NCP59G/UA-NCP58G/UA-NCP59G] 

シエンタ[DBA-NCP81G/DBA-NCP85G/UA-NCP81G/UA-NCP85G] 

プロボックス ワゴン 

[CBA-NCP58G/CBA-NCP59G/DBA-NCP58G/DBA-NCP59G/UA-NCP58G/UA-NCP59G] 

ラウム[CBA-NCZ20/CBA-NCZ25] 

マツダ 
ファミリア[BJ5P] 

ロードスター[NB6C/NB8C] 

 

■Verthandi KR745 

 WH00466 

ダイハツ Coo[CBA-M401S/CBA-M402S/CBA-M411S/DBA-M401S/DBA-M402S/DBA-M411S] 

ホンダ 

エアウェブ[DBA-GJ1/DBA-GJ2] 

シビック 01[ABA-EU4/CBA-EU3(100x4)/EU1/EU2] 

フィット[CBA-GD3/CBA-GD4/DBA-GD1/DBA-GD2/DBA-GD3/DBA-GD4] 

モビリオ[CBA-GB1/DBA-GB1/DBA-GB2/GB1/GB2] 

モビリオスパイク[CBA-GK1/CBA-GK2/DBA-GK1/DBA-GK2/GK1/GK2] 

マツダ 

デミオ[CBA-DJLFS/DBA-DE3AS/DBA-DE3FS/DBA-DE5FS/DBA-DE5FS(スポル

ト)/DBA-DEJFS/DBA-DJ3AS/DBA-DJ3FS/LDA-DJ5AS/LDA-DJ5FS] 

ロードスターRF[DBA-NDERC] 

ベリーサ[DBA-DC5R/DBA-DC5W] 

三菱 

コルト

[ABA-Z23A/CBA-Z27A/DBA-Z21A/DBA-Z22A/DBA-Z23A/DBA-Z24A/Z21A/Z22A/Z23A/Z24A/Z25A/Z26

A/Z27A/Z28A] 

日産 ラティオ[DBA-N17] 

スバル デックス[CBA-M401F/CBA-M411F/DBA-M401F/DBA-M411F] 

トヨタ 

アクア[DAA-NHP10(G'S)/DAA-NHP10(GR スポーツ)/DAA-NHP10(M/C 前)/DAA-NHP10(M/C

後)/DAA-NHP10(X-URBAN)] 

bB[CBA-QNC20/CBA-QNC21/CBA-QNC25/DBA-QNC20/DBA-QNC21/DBA-QNC25] 

カローラアクシオ[DBA-NZE141(前期)/DBA-NZE141(後

期)/DBA-NZE144/DBA-NZE160/DBA-NZE161/DBA-NZE164/DBA-ZRE142/DBA-ZRE144] 

カローラハイブリッド[DAA-NKE165] 

カローラスパシオ[NZE121N/ZZE122N/ZZE124N] 



ファンカーゴ[CBA-NCP20/CBA-NCP21/CBA-NCP25] 

スペード[DBA-NCP141/DBA-NCP145/DBA-NSP140] 

ヴィッツ[CBA-NCP13/CBA-SCP13/DAA-NCP131(GR スポーツ)/DAA-NHP130/DAA-NHP130(GR スポー

ツ)/DBA-CNP131(GR スポーツ・

GR)/DBA-KSP130/DBA-NCP131/DBA-NSP130/DBA-NSP135/NCP10/NCP15/SCP10] 

■Verthandi KR721 

 WH00471 

トヨタ 

bB[CBA-QNC25] 

ヴィッツ

[CBA-NCP13/CBA-NCP95/CBA-SCP13/DAA-NHP130/DBA-KSP130/DBA-KSP90/DBA-NSP130/DBA-SCP90

/NCP10/SCP10] 

カローラ[CBA-NZE124/CBA-ZZE122/CBA-ZZE124] 

カローラ フィールダー[CE121G/NZE124G/ZZE122G] 

サクシード ワゴン[CBA-NCP58G/CBA-NCP59G/DBA-NCP58G/DBA-NCP59G/UA-NCP58G/UA-NCP59G] 

シエンタ[DBA-NCP81G/DBA-NCP85G/UA-NCP81G/UA-NCP85G] 

スパーキー[S231E] 

スペイド[DBA-NSP140] 

タンク[DBA-M900A/DBA-M910A] 

パッソ[DBA-KGC35/DBA-M700A/DBA-M710A] 

プラッツ[CBA-NCP12/CBA-SCP11] 

プロボックス ワゴン

[CBA-NCP58G/CBA-NCP59G/DBA-NCP58G/DBA-NCP59G/UA-NCP58G/UA-NCP59G] 

ポルテ[CBA-NNP10/CBA-NNP11/DBA-NNP10/DBA-NNP11/DBA-NNP15] 

ラウム[CBA-NCZ20/CBA-NCZ25] 

ルーミー[DBA-M900A/DBA-M910A] 

ホンダ 
シビック[ABA-EU4/EU1/EU2] 

フィット アリア[DBA-GD6/DBA-GD7/DBA-GD8/DBA-GD9] 

日産 

ウイングロード[DBA-JY12/DBA-NY12/DBA-Y12] 

キューブ[ANZ10/AZ10] 

ノート[CBA-ZE11/DAA-HE12/DBA-E11/DBA-E12/DBA-NE11/DBA-NE12] 

マーチ[DBA-K13/DBA-NK13] 

ラティオ[DBA-N17] 

マツダ 

デミオ

[DBA-DE3AS/DBA-DE3FS/DBA-DE5FS/DBA-DEJFS/DBA-DY3R/DBA-DY3W/DBA-DY5R/DBA-DY5W/LA-DY3

R/LA-DY3W/LA-DY5R/LA-DY5W] 

ファミリア[BJ5P] 

ベリーサ[DBA-DC5R/DBA-DC5W] 

ロードスター[NB6C/NB8C] 

三菱 

コルト[ABA-Z23A/DBA-Z21A/DBA-Z22A/DBA-Z23A/DBA-Z24A/Z21A/Z22A/Z23A/Z24A] 

コルト プラス[DBA-Z23W/DBA-Z24W] 

タウンボックス ワイド[U65W/U66W] 



スズキ 

エリオ セダン[ABA-RA21S/ABA-RC51S/CBA-RA21S] 

スイフト[DBA-ZD11S/DBA-ZD21S/HT51S] 

ワゴン R ソリオ[LA-MA64S] 

スバル デックス[CBA-M401F/DBA-M401F/DBA-M411F] 

ダイハツ 

クー[CBA-M401S/CBA-M402S/CBA-M411S] 

ストーリア[M100S/M101S/M110S] 

トール[DBA-M900S/DBA-M910S] 

ブーン[DBA-M310S/DBA-M601S/DBA-M700S] 

ブーン ルミナス[CBA-M502G] 

 

■Verthandi KR1062 

 WH00479 

アウディ 

A5[ABA-8TCALF ABA-8TCDNF DBA-8TCDNF] 

A5 コンバーチブル[ABA-8FCALF DBA-8FCALF] 

A5 スポーツバック[ABA-8TCDNL DBA-8TCDNL] 

※ハブリング、ボルトが必要となります。 

 

■Eques EQA66 

 WH01032 

トヨタ 

アルファード[DBA-ANH10W] 

クラウン[6AA-AZSH20/6AA-AZSH21] 

クラウン アスリート[DBA-ARS210/DBA-GRS200/DBA-GRS210/DBA-GRS211] 

クラウン アスリート ハイブリッド[DAA-AWS210/DAA-AWS211] 

クラウン ロイヤル

[DAA-AWS210/DAA-AWS211/DBA-GRS200/DBA-GRS201/DBA-GRS202/DBA-GRS203/DBA-GRS210/DBA-G

RS211] 

ハリアー[DBA-ZSU60W/DBA-ZSU65W] 

マーク X[DBA-GRX130] 

日産 
スカイライン[DBA-KV36/DBA-NV36/DBA-V36] 

フーガ[CBA-GY50/CBA-PNY50/CBA-PY50/CBA-Y50/DBA-PNY50/DBA-PY50/DBA-Y50/DBA-Y51] 

マツダ 

RX-8[ABA-SE3P/CBA-SE3P/LA-SE3P] 

アテンザ[DBA-GJEFP/LDA-GJ2AP/LDA-GJ2FP] 

アテンザ ワゴン[DBA-GJ5FW/DBA-GJEFW/LDA-GJ2AW/LDA-GJ2FW] 

三菱 

アウトランダー[DBA-GF7W/DBA-GF8W] 

アウトランダー PHEV[DLA-GG2W] 

デリカ D:5[DBA-CV2W/LDA-CV1W] 

プラウディア[DBA-BKY51/DBA-BKYN51/DBA-BY51] 

 

 

 

■Eques EQ161D 



 WH01053 

レクサス LS[DBA-USF40/DBA-USF41]（リア用） 

 

 WH01048 

トヨタ 

アリスト[GH-JZS161/TA-JZS160](リア用) 

クラウン[6AA-AZSH20/6AA-GWS224](リア用) 

クラウン アスリート

[DBA-ARS210/DBA-GRS180/DBA-GRS182/DBA-GRS200/DBA-GRS204/DBA-GRS210/DBA-GRS214](リア

用) 

クラウン アスリート ハイブリッド[DAA-AWS210](リア用) 

クラウン ハイブリッド[DAA-GWS204](リア用) 

クラウン マジェスタ[DBA-URS206/DBA-UZS186/TA-JZS177/TA-UZS171/TA-UZS175](リア用) 

クラウン ロイヤル

[DAA-AWS210/DBA-GRS180/DBA-GRS182/DBA-GRS200/DBA-GRS202/DBA-GRS210](リア用) 

セルシオ[DBA-UCF30/DBA-UCF31](リア用) 

マーク X[DBA-GRX120/DBA-GRX121](リア用) 

マツダ RX-8[ABA-SE3P/CBA-SE3P/LA-SE3P](リア用) 

 

■EMR-108 

 WH01613 

トヨタ ランドクルーザープラド[KZJ71W] 

※お車の状態に 


