
1 HV ＝ハイブリッドの略

▪トヨタ
８６［ZN6］
ｂＢ［P3］
ｂＢ［QNC2］
ＦＪクルーザー［J15］
ｉＱ［J1］
ＭＲ－Ｓ［W3］
ＲＡＶ４ Ｌ・Ｊ［A2］
ＲＡＶ４［A3］
ＳＡＩ［K10］
ＷｉＬＬ サイファ［P7］
ＷｉＬＬ Ｖｉ［P19］
ＷｉＬＬ ＶＳ［ZE12］
アイシス［M1］
アクア［NHP10］
アベンシス［T25］
アベンシス［T272］
アリスト［S16］
アリオン［T24］
アリオン［T26］
アルテッツァ［E1］
アルテッツァ ジータ［E1］
アルファード Ｇ・Ｖ［H1］
アルファード［H2］
アルファード HV［H1］
アルファード HV［H2］
アレックス［E12］
イスト［P6］
イスト［P11］
イプサム［M2］
ヴァンガード［A3］
ウィッシュ［E1］
ウィッシュ［E2］
ヴィッツ［P1］
ヴィッツ［P9］
ヴィッツ［P13］
ヴェルファイア［H2］
ヴェルファイア HV［H2］
ヴェロッサ［X11］
ヴォクシー［R6］
ヴォクシー［R7］
エスティマ Ｔ・Ｌ［R3・4］
エスティマ［R5］
エスティマ HV［R1］
エスティマ HV［R2］
オーリス［E15］
オーリス［E18］
カムリ ［V4］
カムリ HV［V5］
カローラ［E12］
カローラ アクシオ［E14］
カローラ アクシオ［E16］
カローラ アクシオ HV［E16］
カローラ フィールダー［E12］
カローラ フィールダー［E14］
カローラ フィールダー［E16］
カローラ フィールダー HV［E16］
カローラ スパシオ［E12］
カローラ ランクス［E12］
カローラ ルミオン［E15］
クラウン［S17］
クラウン エステート［S17］
クラウン［S18］

クラウン［S20］
クラウン［S21］
クラウン HV［S20］
クラウン HV［S21］
クラウン マジェスタ［S17］
クラウン マジェスタ［S18］
クラウン マジェスタ［S20］
クラウン マジェスタ［S21］
クラウン コンフォート［S1］
クラウン セダン［S1］
クルーガーＶ・Ｌ［U2］
クルーガー HV［U2］
コンフォート［S1］
サクシード［P5］
シエンタ［P8］
スープラ［A8］
スペイド［P14］
セリカ［T23］
セルシオ［F1］
セルシオ［F2］
セルシオ［F3］
センチュリー［G5］
ソアラ［Z3］
ソアラ［Z40］
タウンエース［S4］
ノア［R6］
ノア［R7］
ハイエース［H2］
ハイラックス サーフ［N18］
ハイラックス サーフ［N21］
パッソ［C1］
パッソ［C3］
パッソ セッテ［M5］
ハリアー［U1］
ハリアー［U3］
ハリアー［U6］
ハリアー HV［U3］
ハリアー HV［U6］
ピクシス エポック［LA30・31］
ピクシス スペース［L57・58］
ピクシス バン・ワゴン［S32・33］
ピクシス トラック［S20・21］
プラッツ［P1］
プリウス［W1］
プリウス［W2］
プリウス［W3］
プリウス PHEV［W35］
プリウスα［W4］
ブレイド［E15］
ブレビス［G1］
プレミオ［T24］
プレミオ［T26］
プログレ［G1］
プロボックス［P5］
ベルタ［P9］
ポルテ［P1］
ポルテ［P14］
マークⅡ［X11］
マークⅡ ブリット［X11］
マークＸ［X12］
マークＸ［X13］
マークＸ ＺｉＯ［A1］
ライトエース［S4］

ラウム［Z2］
ラクティス［P10］
ラクティス［P12］
ラッシュ［J20・21］
ランドクルーザー プラド［J9］
ランドクルーザー プラド［J12］
ランドクルーザー プラド［J15］
ランドクルーザー １００［J10］
ランドクルーザー ２００［J20］
レジアスエース［H2］
▪ レ ク サ ス
ＣＴ２００ｈ［A1］
ＧＳ３５０・４３０・４６０［S19］
ＧＳ２５０・３５０［L1］
ＧＳ４５０ｈ［S19］
ＧＳ４５０ｈ・３００ｈ［L1］
ＨＳ２５０ｈ［F10］
ＩＳ２５０・３５０［E2］
ＩＳ２５０・３５０［E3］
ＩＳ２５０Ｃ・３５０Ｃ［E2］
ＩＳ３００ｈ［E3］
ＩＳＦ［E2］
ＬＳ４６０・４６０Ｌ［F4］
ＬＳ６００ｈ・６００ｈＬ［F4］
ＲＸ２７０・３５０［L1］
ＲＸ４５０ｈ［L1］
ＳＣ４３０［Z4］
▪ 日   産
ＡＤ［VY12］
ＡＤエキスパート［VY12］
ＧＴ－Ｒ［R35］
ＪＵＫＥ［F15］
ＫＩＸ［H5］
ＮＶ１００ クリッパー［U71・72］
ＮＴ１００ クリッパー［U71・72］
ＮＶ２００ バネット［M20］
ＮＶ３５０ キャラバン［E26］
ＲＯＯＸ（ルークス）［ML21］
ウイングロード［Y12］
エクストレイル［T30］
エクストレイル［T31］
エルグランド［E51］
エルグランド［E52］
オッティ［H92］
キャラバン［E25］
キューブ［Z11］
キューブ［Z12］
キューブ 3［GZ11］
クリッパー［U71・72］
クリッパー［U71・72］
クリッパー Ｒｉｏ［U7］
クルー［K30］
グロリア［Y33］
グロリア［Y34］
グロリア［JY31］
シーマ［FY33］
シーマ［F50］
シーマ［HGY51］
シルビア［S14］
シルビア［S15］
シルフィ［B17］
スカイライン［R34］
スカイライン［V35］
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2 HV ＝ハイブリッドの略

スカイライン［V36］
スカイライン クーペ［CV35］
スカイライン クーペ［CV36］
スカイライン クロスオーバー［J50］
ステージア［WC34］
ステージア［M35］
セドリック［Y33］
セドリック［Y34］
セドリック［JY31］
セレナ［C24］
セレナ［C25］
セレナ［C26］
セレナ HV［HC26］
ティアナ［J31］
ティアナ［J32］
デイズ［B21］
ティーダ［C11］
ティーダ ラティオ［SC11］
デュアリス［J10］
ノート［E11］
ノート［E12］
バネット トラック［SK］
バネット バン［SK］
ピノ［HC24］
フーガ［Y50］
フーガ［Y51］
フーガ HV［HY51］
フェアレディ Z［Z32］
フェアレディ Z［Z33］
フェアレディ Z［Z34］
ブルーバード シルフィ［G10］
ブルーバード シルフィ［G11］
プレサージュ［U31］
プレジデント［PF50］
マーチ［K12］
マイクラ Ｃ＋Ｃ［FHZK12］
マーチ［K13］
ムラーノ［Z50］
ムラーノ［Z51］
モコ［MG22］
モコ［MG33］
ラティオ［N17］
ラフェスタ／ラフェスタ ＪＯＹ［B30］
ラフェスタ ハイウェイスター［CW］
リーフ［ZE0］
ローレル［C35］
▪ ホ ン ダ
ＣＲ－Ｖ［RE3・4］
ＣＲ－Ｖ［RM1・4］
ＣＲ－Ｚ［ZF1・2］
Ｎ ＢＯＸ／Ｎ ＢＯＸ＋［JF1・2］
Ｎ ＯＮＥ［JG1・2］
Ｎ ＷＧＮ（ワゴン）［JH1・2］
ＮＳＸ／ＮＳＸ－Ｒ［NA1・2］
Ｓ２０００［AP1・2］
アクティ トラック［HA6・7］
アクティ トラック［HA8・9］
アクティ バン［HH5・6］
アコード［CL7・8・9］
アコード［CU1・2］
アコード HV［CR6］
アコード ワゴン［CM1 ～ 3］
アコード ワゴン［CW1・2］
インサイト［ZE2・3］

インスパイア［UC1］
インスパイア［CP3］
インテグラ［DC5］
エアウェイブ［GJ1・2］
エディックス［BE1 ～ 4・8］
エリシオン［RR1 ～ 6］
エレメント［YH2］
オデッセイ［RB1・2］
オデッセイ［RB3・4］
オデッセイ［RC1・2］
クロスロード［RT1 ～ 4］
ザッツ［JD1・2］
シビック［FD1・2］
シビック type Ｒ［FD1・2］
シビック type Ｒ EURO［FN2］
シビック HV［FD3］
ステップワゴン［RG1 ～ 4］
ステップワゴン［RK1・2・5・6］
ストリーム［RN6 ～ 9］
ゼスト／ゼスト スパーク［JE1・2］
パートナー［GJ3・4］
バモス［HM1・2］／
バモス ホビオ［HJ1・2,HM3・4］
フィット［GD1・2・3・4］
フィット［GE6 ～ 9］
フィット［GK3 ～ 6］
フィット アリア［GD6 ～ 9］
フィット HV［GP1・4］
フィット HV［GP5］
フィット シャトル［GG7・8］
フィット シャトル HV［GP2］
フリード／フリード スパイク

［GB3・4］
フリード HV ／
フリード スパイク HV［GP3］
モビリオ［GB1・2］／
モビリオ スパイク［GK1・2］
ライフ［JB5 ～ 8］
ライフ［JC1・2］
レジェンド［KB1・2］
▪ 三   菱
ｅｋワゴン／ｅｋスポーツ［H82］
ｅｋワゴン／ｅｋカスタム［B11W］
ｉ［HA1］
ｉ－ＭｉＥＶ［HA3］
ＲＶＲ［GA3・4］
アウトランダー［CW］
アウトランダー［GF］
アウトランダー PHEV［GG］
ギャラン フォルティス［CY］
ギャラン フォルティス 
スポーツバック［CX］
グランディス［NA］
コルト［Z21 ～ 28］
コルト＋［Z21W ～ 24W・27W］
ディグニティ［BHGY51］
デリカ D：2［MB15］
デリカ D：3［BM20］
デリカ バン［BVM20］
デリカ D：5［CV］
デリカ カーゴ［SK］
デリカ トラック［SK］
デリカ バン［SK］
トッポ［H82A］

パジェロ［V6・7］
パジェロ［V8・9］
パジェロ ミニ［H5］
プラウディア［BY51］
ミニキャブ バン［U61・62］
タウンボックス［U61 ～ 64］
ミニカ／ミニカ バン［H42・47］
ミニキャブ トラック［U61・62］
ミニキャブ ＭｉＥＶ バン［U67］
ミニキャブ ＭｉＥＶトラック［U68］
ミラージュ［A0］
ランサー／ランサー セディア［CS］
ランサーカーゴ［CS］
ランサーカーゴ［CVY12］
ランサー ワゴン／
ランサー セディア ワゴン［CS］
ランサーエボリューション Ⅳ［CN9］
ランサーエボリューション 
Ⅴ・Ⅵ［CP9］
ランサーエボリューション 
Ⅶ・Ⅷ・Ⅸ・ワゴン［CT9］
ランサーエボリューション Ｘ［CZ4］
▪ マ ツ ダ
ＡＺ－オフロード［JM23］
ＡＺ－ワゴン［MJ21・22］
ＡＺ－ワゴン［MJ23］
ＣＸ－５［KE］
ＣＸ－７［ER］
ＭＰＶ［LW］
ＭＰＶ［LY］
ＲＸ－７［FD］
ＲＸ－８［SE］
アクセラ［BK］
アクセラ［BL］
アクセラ［B Ｍ］
アクセラ HV［BY］
アテンザ［GG,GY］
アテンザ［GH］
アテンザ［GJ］
キャロル［HB24］
キャロル［HB25・35］
スクラム トラック

［DH52・62・63,DG52］
スクラム トラック［DG16］
スクラム バン［DG64］
スピアーノ［HF21］
デミオ［DY］
デミオ［DE］
ビアンテ［CC］
ファミリア バン［BVY12］
フレア［MJ34］
フレアワゴン［MM21］
フレアワゴン［MM32］
プレマシー［CR］
プレマシー［CW］
ベリーサ［DC］
ボンゴ トラック［SK］
ボンゴ バン［SK］
ボンゴ ブローニィ トラック［SK］
ボンゴ ブローニィ バン［SK］
ラピュタ［HP］
ロードスター［NB］
ロードスター［NC］
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▪ 富 士 重 工
ＤＥＸ［M4］
ＢＲＺ［ZC6］
Ｒ１［RJ］
Ｒ２［RC］
インプレッサ［GH］
インプレッサ XV［GH］
インプレッサ アネシス［GE］
インプレッサ WRX STI［GV,GR］
インプレッサ スポーツ［GP］
インプレッサ Ｇ４［GJ］
スバル ＸＶ［GP7］
スバル ＸＶ HV［GPE］
エクシーガ［YA］
サンバー 
トラック・パネルバン［TT,TV］
サンバーバン［TV,TW］
サンバー 
トラック・パネルバン［S20・21］
サンバー 
カーゴ・デッキバン［S32・33］
ステラ［RN］
ステラ［LA10・11］
ディアス バン・ワゴン［TV,TW］
ディアス ワゴン［S32・33］
トレジア［NSP12,NCP12］
フォレスター［SH］
フォレスター［SJ］
プレオ／プレオ バン［RA,RV］
プレオ／プレオ バン［L27・28］
プレオ＋［LA30・31］
ルクラ［L45・45］
レガシィ［BP］
レガシィ［BR］
レガシィ Ｂ４［BL］
レガシィ Ｂ４［BM］
▪ ス ズ キ
Ｋｅｉ［HN］
ＭＲワゴン［MF22］
ＭＲワゴン［MF33］
ＳＸ４［YA,YB］
アルト［HA24］
アルト／アルト エコ［HA25・35］
アルト ラパン［HE21］
エスクード

［TD54・94・A4W・B4W,TA74］
エブリイ［DA64］
キザシ［RE91,RF91］
キャリイ

［DA52・62・63・65,DB52］
キャリイ［DA16］
ジムニー［JB23］
ジムニー シエラ［JB33・43］
ジムニー ワイド［JB33・43］
スイフト／スイフト スポーツ

［ZC11・21・31・71,ZD11・21］
スイフト／スイフト スポーツ

［ZC72・32,ZD72］
スプラッシュ［XB32］
スペーシア［MK32］
セルボ［HG21］
ソリオ［MA15］
パレット［MK21］
ラパン［HE22］

ランディ［SC25］
ランディ［SC26］
ランディ HV［SHC26］
ワゴンＲ［MH21・22］
ワゴンＲ［MH23］
ワゴンＲ［MH34］
ワゴン R ＋［MA63］
ワゴンＲソリオ［MA34・64］
ソリオ［MA34］
▪ ダ イ ハ ツ
ＣＯＯ［M40・41］
アトレー［S32・33］
アルティス ［ACV4］
アルティス HV［V50］
エッセ［L23・24］
コペン［L88］
ソニカ［L40・41］
タント［L35・36］
タント［L37・38］
タント［LA60・61］
タント エグゼ［L45・46］
テリオス キッド［J11・13］
テリオス ルキア［J11・13］
ネイキッド［L75・76］
ハイゼット トラック・パネルバン

［S20・21］
ハイゼット カーゴ・デッキバン

［S32・33］
ビーゴ［J20・21］
ブーン［M30・31］
ブーン［M60・61］
ブーン ルミナス［M50・51］
ミラ／ミラ バン［L27・28］
ミラ イース［LA30・31］
ミラ ココア［L67・68］
ミラ ジーノ［L65・66］
ムーヴ［L17・18］
ムーヴ［LA10・11］
ムーヴ コンテ［L57・58］
ムーヴ ラテ［L55・56］
メビウス［ZVW4］
▪ ALFA ROMEO
１５９
ブレラ / スパイダー
▪ AUDI
Ａ１
Ａ３（A5 系）
Ａ４（B8 系）
Ａ５（B8 系）
Ａ６（C6 系）
Ａ６（C7 系）
Ａ７
Ａ８（D4 系）
Ｑ３
Ｑ７（7L 系）
ＲＳ５（B8 系）
ＲＳ６（C6 系）
Ｓ５（B8 系）
Ｓ６（C7 系）
Ｓ７
Ｓ８（D4 系）
ＴＴクーペ（A5 系）
ＴＴ ＲＳクーペ（A5 系）
ＴＴ Ｓクーペ（A5 系）

▪ＢＭＷ
１シリーズ（F20 系）
３シリーズ（F30/F31 系）
５シリーズ（F07 系）
５シリーズ（F10/F11 系）
６シリーズ（F06 系）
６シリーズ（F12/F13 系）
７シリーズ（F01/F02/F04 系）
Ｍ３シリーズ（E90/E92）
Ｍ５シリーズ（F10）
Ｘ１シリーズ（E84）
Ｘ３シリーズ（F25）
Ｘ５シリーズ（E70）
Ｘ６シリーズ（E71/E72）
Ｚ４（E89 系）
▪ CHRYSLER
３００
ジープ グランドチェロキー
Ｃ４ ピカソ
▪ FORD
マスタング
▪ MINI（ＢＭＷ）
ミニ
ミニ クロスオーバー（R60 系）
▪ MERCEDES BENZ
Ｂクラス（W246 系）
Ｃクラス（C204/W204 系）
ＣＬクラス（W216 系）
ＣＬＳクラス（W219 系）
ＣＬＳクラス（C218 系）
Ｅクラス（A207 系）
Ｅクラス（W211 系）
Ｅクラス（W212 系）
ＧＬＫクラス（X204 系）
Ｍクラス（W164 系）
Ｍクラス（W166 系）
Ｓクラス（W221 系）
ＳＬクラス（R230 系）
ＳＬクラス（R231 系）
ＳＬＫクラス（R172 系）
ＳＬＳクラス（C197 系）
Ｖクラス（W639 系）
▪ PEUGEOT
２０７
２０８
３０８
▪ VOLKS WAGEN
ＣＣ
アップ！
ゴルフ（Ⅴ系）
ゴルフ（Ⅵ系）
ゴルフ ヴァリアント
ゴルフ トゥーラン
ザ ビートル
シロッコ
シャラン
ティグアン
トゥアレグ
パサート
ポロ

【注 意】
輸入車のデータは参考データです。


