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①FJクルーザー［Ｊ１５系］

　平成22年11月～

　・1GR (4.0 k!･ガソリン）

②シエンタ［Ｐ１７系］

　平成27年７月～

　・1 NZ (1.5£・ガソリン）

　・2NR (1.5 2・ガソリン）

③シエンタＨＶ［Ｐ１７系］

　平成27年７月～

　・1 NZ (1.5かガソリン）

④ハイエース／レジアスエース

　　　　　　　　　　　　　［Ｈ２系］

　平成25年11月～

　・1TR (2.0かガソリン）／

　　　2TR (2.7かガソリン）

　・1 KD (3.0かディーゼル）．／

　　　2KD (2.51・ディーゼル）

⑥パッソ［Ｍ７系］

　平成28年４月～

　　・1 KR (1.0かガソリン）

⑥ピクシスエポック［ＬＡ３系］

　平成24年５月～

　　・KF (N/A) (0.66かガソリン）

⑦ピクシススペース［Ｌ５系］

　平成23年９月～

　　・KF N/A (0.66かガソリン）

　　・KF T/C (0.66かガソリン）

⑧ピクシスメガ［ＬＡ７系］

　平成27年７月～

　　・KF N/A ・ T/C

　　(0.66 &・ガソリン）

⑨プリウス［Ｗ５系］

　平成27年11月～

　　・2ZR (1.8 &・ガソリン）十

　　1 NM (電動機）十

　　1 MM (電動機、４ＷＤのみ）

⑩ポルテ／スペイド［Ｐ１４系］

　平成24年７月～

　　・1 NR (1.3 &・ガソリン）

　　・1 NZ (1.5かガソリン）

　　・2NR (1.5 £・ガソリン）

⑩ラクティス［Ｐ１２系］

　平成22年11月～

　　・1 NR-FE (1.3かガソリン）

　　・1 NR-FKE (1.3 £・ガソリン）

　　・1 NZ (1.5 i・ガソリン）

⑩ラッシュ［Ｊ２系］

　平成18年１月～

　　・3SZ (1.5 £・ガソリン）

⑩ランドクルーザー［Ｊ７系］

　平成26年８月～

　　・1 GR (4.0 &・ガソリン）

①ＮＶ１００クリッパー［DR17系］

　平成27年８月～

　　・R06A (0.66£・ガソリン）

②ＮＶ２００バネット［Ｍ２０系］

　平成21年５月～

　　・HR16DE (1.6i・ガソリン）

③NV350キャラバン［Ｅ２６系］

　平成24年６月～

　　・　QR20DE (2.0£・ガソリン）／

　　　QR25DE (2.5・ガソリン）

　　・YD25DDTI (2.5 i･ディーゼル）

④オッティ［Ｈ９系］

　平成18年10月～

　　・3G83 (0.661・ガソリン）

⑤スカイラインクロスオーバー［J5系］

　平成21年７月～

　　・VQ37HR (3.7 i・ガソリン）

⑥ムラーノ［Ｚ５１系］

　平成20年10月～

　　・QR25DE (2.52 ■ガソリン）

　　・VQ35DE (3.5 9,・ガソリン）

⑦モコ［MG33系］

　平成18年２月～

　　・K6A (0.66 H・ガソリン）

　　・R06A (0.66 H・ガソリン）

⑧ラフェスタ［Ｂ３０系］

　平成19年５月～

　　・MR20DE (2.0 Z ■ガソリン）

①N-BOX SLASH ［ＪＦＩ･２］

　平成27年１１月～

　・S07A (0.66 &・ガソリン）

②Ｎ･ＷＧＮ［ＪＨＩ･２］

　平成27年４月～

　・S07A N/A (0.66£･ガソリン）

　・S07A T/C (0.66かガソリン）

③アコードＨＶ［ＣＲ６･７］

　平成25年６月～

　　・LFA (2.0 i ･ガソリン）十

　　　Ｈ４（電動機）

④アコードツアラー［ＣＷＩ･２］

　平成23年２月～

　　・R20A (2.01・ガソリン）

　　・K24A (2.4かガソリン）

⑤オデッセイＨＶ［ＲＣ４］

　平成28年２月～

　　・LFA（2.0£・ガソリン）十

　　Ｈ４（電動機）

⑧フィットシャトルＨＶ［ＧＰ２］

　平成25年８月～

　　・LDA (1.3 £・ガソリン）十

　　　MF6 (電動機）

⑦ライフ［ＪＣＩ･２］

　平成24年６月～

　　・P07A N/A (0.66 i･ガソリン）

　　・P07A T/C (0.66 SL･ガソリン）

①タウンボックス［Ｓ１７系］

　平成27年９月～

　・R06A (0.66かガソリン）

②ミラージュ［ＡＯ系］

　平成24年８月～

　・3A90 (1.0£・ガソリン）

　・3A92 (1.21・ガソリン）

①ＡＺワゴン［MJ23系］

　平成20年９月～

　・K6A (0.66かガソリン）

②ＲＸ･８［ＳＥ３系］

　平成15年４月～

　・13B (0.654 &×２・ガソリン）

③デミオ［ＤＪ５系］

　平成26年10月～

　・S5 (1.5むディーゼル）

④フレアワゴン［ＭＭ系］

　平成25年４月

　・R06A (0.66 Si・ガソリン）

⑧プレマシー［ＣＷ系］

　平成22年７月～

　・LF-VD (2.0 I・ガソリン）

　・LF-ＶＥ（2.0£・ガソリン）

　・PE (2.0 &・ガソリン）

⑥ベリーサ［ＤＣ５系］

　平成16年６月～

　・ZY (1.5 £・ガソリン）

⑦マツダスピードアクセラ［ＢＬ３系］

　平成21年６月～

　・L3 (2.3 jI・ガソリン）

①インプレッサＧ４［ＧＪ系］

　平成23年12月～

　・FB16 (1.6 i・ガソリン）／

　　　FB20 (2.0£・ガソリン）

②インプレッサスポーツ［ＧＰ系］

　平成27年６月～

　・　FB16 (1.6 i -ガソリン）／

　　　FB20 (2.0 &・ガソリン）

③エクシーガクロスオーバー

　　　　　　　　　　　　［ＹＡＭ系］

　平成27年４月～

　・FB25 (2.5 £・ガソリン）

④ステラ［LAI系］

　平成26年12月～

　・KF N/A (0.66 &・ガソリン）

　・KF T/C (0.66 &・ガソリン）

⑤ディアスワゴン［Ｓ３２系］

　平成21年９月～

　・KF T/C (0.66 £・ガソリン）

⑥プレオ［L2系］

　平成22年４月～

　・KF N/A (0.66 SL・ガソリン）

　・KF T/C (0.66 £・ガソリン）

①アルトラパン［ＨＥ３］

　平成27年６月～

　・R06A (0.66かガソリン）

②イグニス［FF21S］

　平成28年２月～

　・K12C (1.2 i・ガソリン）

③エブリイ［DA 17V］

　平成２７年２月～

　・R06A (0.66 A・ガソリン）

④ジムニー［JB23W］

　平成26年８月～

　・K06A (0.661・ガソリン）

⑤ジムニーシエラ［JB43W］

　平成26年８月～

　・M13A (1.3£・ガソリン）

⑥バレーノ［WB42/32S］

　平成28年３月～

　・K10C (1.0£・ガソリン）

　・K12C (1.2かガソリン）

①アトレーワゴン［Ｓ３２系］

　平成17年５月～

　・KF (0.66£・ガソリン）／

　　EF (0.66£・ガソリン）

②キャスト［ＬＡ２系］

　平成27年９月～

　・KF (0.661・ガソリン）

③ビーゴ［Ｊ２系］

　平成18年１月～

　・3SZ (1.5£・ガソリン）

④ブーン［Ｍ７系］

　平成28年４月～

　・1 KR (1.0£・ガソリン）

⑤ムーヴ［LA15/16系］

　平成26年12月～

　・KF (0.66 i 'ガソリン）

①アトラス／コンドル［Ｆ２４系］

　平成19年６月～／

　・QR20DE (2.0かガソリン）

　・ZD30DDTi (3.0 £・ガソリン）

②エルフ［Ｎ＃Ｒ系］

　平成19年２月～

　・4HV1 (4.5 &・ＣＮＧ）

　・4HK1 (5.2むディーゼル）

　・4JJ1 (3.0かディーゼル）

③カセット／キャンター［F系］

　平成22年11月～

　・4P10 (3.0 £・ディーゼル）

④ダイナ／トヨエース／デュトロ

　［ＴＲ、ＸＺ、ＢＺＵ系］

　平成23年６月～

　・2TR (2.7 £・ガソリン）

　・N04 (4.0 &・ディーゼル）

　・1BZ (4.1むLPG）
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