
メーカー 車　  名 年　式 適応 備　　考 商品コード 型　番

〇 5人乗 T18403541 LX③

〇 7人乗 T18403542 LX④

〇 ラゲッジ/7人乗 T18403549 LX④-ラゲッジ

〇 7人乗/GAS/コンソール有 T07203521 ノア㉕

〇 ラゲッジ/7・8人乗/GAS・HV共通/★ T07203531 ノア㉕-ラゲッジ

〇 7人乗/GAS/コンソール無 T07203520 ノア㉖

〇 8人乗/GAS/コンソール有 T07203522 ノア㉗

〇 8人乗/GAS/コンソール無 T07203523 ノア㉘

〇 7人乗/HV T07203524 ノア㉙

〇 8人乗/HV T07203525 ノア㉚

ピクシスバン R3/12～ 〇 ラゲッジ/バン T12503555 アトレー⑱-ラゲッジ

〇 N08803535 アリア①

〇 ラゲッジ N08803536 アリア①-ラゲッジ

〇 標準 N08903593 サクラ①

〇 寒冷地 N08903594 サクラ①-1

〇 ラゲッジ N08903595 サクラ①-ラゲッジ

〇 7人乗/GAS H03403589 ステップワゴン⑱

〇 8人乗/GAS H03403590 ステップワゴン⑲

〇 7人乗/e：HEV H03403591 ステップワゴン⑳

〇 8人乗/e：HEV H03403592 ステップワゴン㉑

〇 標準 M06203593 サクラ①

〇 寒冷地 M06203594 サクラ①-1

〇 ラゲッジ M06203595 サクラ①-ラゲッジ

ハイゼットカーゴ R3/12～ 〇 ラゲッジ/バン D02103555 アトレー⑱-ラゲッジ

〇 2WD/電動パーキングブレーキ有 D04203588 キャンバス③

〇 2WD/電動パーキングブレーキ無 D04203597 キャンバス③-1

〇
ラゲッジ/3点/2WD・4WD共通/
リアスライドマット付/★

D04203600 キャンバス③-ラゲッジ

〇 4WD/電動パーキングブレーキ有 D04203598 キャンバス④

〇 4WD/電動パーキングブレーキ無 D04203599 キャンバス④-1

〇 HV S00603562 エスクード⑨

〇 ラゲッジ S00603563 エスクード⑨-ラゲッジ

〇 8人乗/GAS/コンソール有 S02603522 ノア㉗

〇 7人乗/HV S02603524 ノア㉙

〇 セパレートシート B02003513 アトレー⑱

〇 ベンチシート B02003514 アトレー⑱-1

〇 ラゲッジ/バン B02003555 アトレー⑱-ラゲッジ

レガシィ/アウトバック R3/10～ 〇 ラゲッジ/ワゴン B03203552 レガシィ⑨-ラゲッジ

ポルシェ パナメーラ H22/7～H28/7 〇 右H 200203530 パナメーラ①

〇 右H/ゴルフⅧ U00103560 ゴルフⅧ①

〇 ラゲッジ/ゴルフⅧ U00103561 ゴルフⅧ①-ラゲッジ

ポロ H30/3～ 〇 右H U00603534 ポロ③

VW
ゴルフ R3/6～

ダイハツ
ムーヴキャンバス R4/7～

スバル
R4/1～サンバーバン

スズキ

ランディ R4/8～

エスクード R4/4～

新車種追加情報【令和4年8月5日時点】
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ニッサン

サクラ R4/6～

R4/1～ノア/ヴォクシー
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ミツビシ ekクロス　EV R4/6～
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R4/5～
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メーカー 車　  名 年　式 適応 備　　考 商品コード 型　番

〇 7人乗/1枚もの R08003550 LX4荷室01-①

〇 7人乗/2枚もの R08003551 LX4荷室01-②

〇 バン/1枚もの R08103556 アトレー18荷室01-①

〇 バン/2枚もの R08103557 アトレー18荷室01-②

〇 1枚もの R07903538 アリア1荷室01-①

〇 2枚もの R07903539 アリア1荷室01-②

〇 バン/1枚もの R03203556 アトレー18荷室01-①

〇 バン/2枚もの R03203557 アトレー18荷室01-②

〇 バン/1枚もの R03003556 アトレー18荷室01-①

〇 バン/2枚もの R03003557 アトレー18荷室01-②

〇 ワゴン/1枚もの R03803553 レガシィ9荷室01-①

〇 ワゴン/2枚もの R03803554 レガシィ9荷室01-②

R4/1～

ハイゼットカーゴ

荷室マット　新車種追加情報【令和4年7月1日時点】

スバル

ダイハツ

ニッサン

トヨタ

レクサス

レガシィ R3/10～

LX600 R4/1～

R3/12～ピクシスバン

R3/12～

アリア

R4/1～サンバーバン
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メーカー 商品コード 車名 車両型式 年式

トヨタ REV-18 ピクシスバン S700/710M R3/12～

ダイハツ REV-18 ハイゼットカーゴ S700/710V R3/12～

スバル REV-18 サンバーバン S700/710B R4/1～

リバーシブル・カーゴマット　新車種追加情報【令和4年7月時点】
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