
トラックマット
小型トラック

車　名 年　式 適応 備　　考 商品コード 型　番 型式等
UD(日産ディーゼル)

コンドル（1.15～2ｔ系） H19/7～ ○ 標準 002003037 キャンターガッツ①TR アトラス10　OEM

○ ワイド/AT 000402972 エルフ ⑤TR

○ ワイド/MT 000402973 エルフ ⑤-1TR

○ 標準/AT 000402970 エルフ ④TR

○ 標準/MT 000402971 エルフ ④-1TR

○ 標準/AT 000402958 キャンター ①TR

○ 標準/MT 000402959 キャンター ①-1TR

○ ワイド/AT 000402960 キャンター ②TR

○ ワイド/MT 000402961 キャンター ②-1TR
三菱ふそう

○ 標準/AT 001902958 キャンター ①TR

○ 標準/MT 001902959 キャンター ①-1TR

○ ワイド/AT 001902960 キャンター ②TR

○ ワイド/MT 001902961 キャンター ②-1TR

キャンターガッツ H25/1～ ○ 標準 000803037 キャンターガッツ ①TR アトラス10　OEM
日野

○ 標準 000902965 デュトロ ①TR

○ ワイド 000902966 デュトロ ②TR
ISUZU

○ ワイド/AT 000102972 エルフ ⑤TR

○ ワイド/MT 000102973 エルフ ⑤-1TR

× ハイキャブ - -

○ 標準/AT 000102970 エルフ ④TR

○ 標準/MT 000102971 エルフ ④-1TR

エルフ100 H19/7～ ○ 標準 000203037 キャンターガッツ ①TR アトラス10　OEM
TOYOTA

○ 標準 001002965 デュトロ ①TR

○ ワイド 001002966 デュトロ ②TR

○ シングルキャブ 001003397 ダイナ- ①TR

○ ダブルキャブ 001003398 ダイナ- ②TR
NISSAN

○ 標準/AT 000502958 キャンター ①TR

○ 標準/MT 000502959 キャンター ①-1TR

○ ワイド/AT 000502960 キャンター ②TR

○ ワイド/MT 000502961 キャンター ②-1TR

アトラス10/アトラスガソリン H19/6～ ○ 標準/ショート 000703037 キャンターガッツ ①TR F24系/ディーゼルはR1/8まで

○ 標準/AT 002302970 エルフ ④TR

○ 標準/MT 000602971 エルフ ④-1TR

○ ワイド/AT 000602972 エルフ ⑤TR

○ ワイド/MT 000602973 エルフ ⑤-1TR

○ 標準/AT 000602970 エルフ ④TR

○ 標準/MT 000602971 エルフ ④-1TR

キャンターOEM

キャンター H22/12～ FBA/FEA.B.C系

H19/1～H26/9

4代目

H19/3～H26/9

カゼット H26/9～

コンドル(2ｔ系）

H23/7～

エルフ

H18/12～

H19/2～

デュトロ

H23/7～ デュトロOEM　U/C600系

H27/5～ 1t

NT450アトラス

ダイナ/トヨエース

H24/11～ キャンターOEM

アトラスディーゼル R1/8～ F25系

H19/1～H24/12

エルフOEM　H43系

H19/3～H24/12

アトラス20

※適応欄の×印は型がありません。 -1　



トラックマット
小型トラック

車　名 年　式 適応 備　　考 商品コード 型　番 型式等
MAZDA

○ ワイド/AT 000302972 エルフ ⑤TR

○ ワイド/MT 000302973 エルフ ⑤-1TR

× ミドル - -

○ 標準/AT 000302970 エルフ ④TR

○ 標準/MT 000302971 エルフ ④-1TR

中型トラック
車　　名 年　式 適応 備　　考 商品コード 型　番 型式等

UD(日産ディーゼル)

○ 標準 001402974 コンドル ①TR

× ワイド - -

○ 標準 001202988 フォワード ①TR

○ ワイド 001203053 フォワード ②TR
三菱ふそう

○ 標準 001302962 ファイター ①TR

○ ワイド 001302963 ファイター ②TR
日野

○ 標準 001102967 レンジャー ①TR

○ ワイド 001102968 レンジャー ②TR

○ 標準 001103056 レンジャー ③TR

○ ワイド 001103057 レンジャー ④TR
ISUZU

○ 標準 001202988 フォワード ①TR

○ ワイド 001203053 フォワード ②TR

大型トラック
車　　名 年　式 適応 備　　考 商品コード 型　番 型式等

UD(日産ディーゼル)

H19/4～H29/4 ○ 001802987 クオン ①TR 初代

H29/7～ × - - 2代目
三菱ふそう

H8/6～H19/3 × - - 初代

H19/3～H29/7 ○ 001702964 スーパーグレート ①TR 2代目

H29/7～ ○ 001702964 スーパーグレート ①TR 3代目
日野

H15/10～H29/4 ○ 001502969 プロフィア ①TR 2代目

H29/4～ ○
セミトラクター・除雪車・
構内専用車両不可

001503041 プロフィア ②TR 3代目

ISUZU

H6/12～H27/10 ○ 001602982 ギガ ①TR 初代

H27/10～ ○ （ヒールパット取付不可） 001603054 ギガ ②TR 2代目

タイタン

H19/1～

エルフOEM

H19/3～

コンドル

H22/4～H29/7 4代目

H29/7～ 5代目フォワードOEM

ファイター H17/11～ 2代目

H17/9～H29/4 5代目レンジャープロ

H29/4～ 6代目

フォワード

レンジャー
*ヒールパット取付不可

ギガ

プロフィア
*ヒールパット取付不可

スーパーグレート

H19/5～ 5代目

クオン

※適応欄の×印は型がありません。 -2　


