
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

クラウン/
クロスオーバー

R4/7～ 〇 4WD/HV T18503624 クラウン⑫

〇 5人乗/GAS・HV共通 T05803611 シエンタ⑬

〇 ラゲッジ/5人乗/GAS・HV共通 T05803614 シエンタ⑬-ラゲッジ

〇 7人乗/GAS・HV共通 T05803612 シエンタ⑭

〇 ラゲッジ/7人乗/GAS・HV共通 T05803613 シエンタ⑭-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

〇
助手席リフトアップチルト
シート付/7人乗

T07203567 ノア㉛U

〇
助手席リフトアップチルト
シート付/8人乗

T07203568 ノア㉛-1U

〇
タイプⅠ/スロープ式/
車イス1名・2名仕様/
GAS/コンソール有

T07203569 ノア㉛-2U

〇
タイプⅠ/スロープ式/
車イス1名・2名仕様/
GAS/コンソール無

T07203570 ノア㉛-3U

〇
タイプⅠ/スロープ式/
車イス1名・2名仕様/HV/
小型・大型コンソール共通

T07203582 ノア㉛-4U

〇
タイプⅡ/スロープ式/
サードシート付/7人乗
（車イス1名+4名）/コンソール有

T07203571 ノア㉛-5U

〇
タイプⅡ/スロープ式/
サードシート付/7人乗
（車イス1名+4名）/コンソール無

T07203572 ノア㉛-6U

〇

タイプⅡ/スロープ式/
サードシート付・無共通/
6・8人乗（車イス1名+5名）/
コンソール有

T07203573 ノア㉛-7U

〇

タイプⅡ/スロープ式/
サードシート付・無共通/
6・8人乗（車イス1名+5名）/
コンソール無

T07203574 ノア㉛-8U

〇

タイプⅡ/スロープ式/
サードシート付/助手席
リフトアップチルトシート付/
7人乗（車イス1名+4名）

T07203575 ノア㉛-9U

〇
サイドリフトアップチルトシート/
GAS/コンソール有

T07203576 ノア㉛-10U

〇
サイドリフトアップチルトシート/
GAS/コンソール無

T07203577 ノア㉛-11U

〇
サイドリフトアップチルトシート/
HV/小型・大型コンソール共通

T07203578 ノア㉛-12U

〇
ウェルジョイン/GAS/
コンソール有

T07203579 ノア㉛-13U

〇
ウェルジョイン/GAS/
コンソール無

T07203528 ノア㉛-14U

〇
ウェルジョイン/HV/
小型・大型コンソール共通

T07203580 ノア㉛-15U

〇
ウェルジョイン/GAS/
助手席チルトアップシート付

T07203581 ノア㉛-16U

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
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〇 N08803535 アリア①

〇 ラゲッジ N08803536 アリア①-ラゲッジ

〇 5人乗 N00703605 エクストレイル⑤

〇 7人乗 N00703606 エクストレイル⑥

〇 2WD/e-POWER N01303607 キックス③

〇 4WD/e-POWER N01303608 キックス④

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

セドリック/グロリア/
（ハードトップ）

S58～H11 〇
ベンコラ（ベンチシート＆
コラムシフトタイプ）/7人乗不可

N02803634 セドリック⑤-1

セレナ R4/12～ 〇 GAS N03103643 セレナ⑲

ダットサンフェアレディ2000 S42/3～S45 〇 N09003632 ダットサンフェアレディ①

〇 N07503616 ekワゴン⑦

〇 寒冷地 N07503617 ekワゴン⑦-1

シビック R3/9～ 〇 ※タイプR（R4/9～）共通 H03203494 シビック⑱

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

ekワゴン/ekクロス R4/9～ 〇 寒冷地 M05803617 ekワゴン⑦-1

CX-60 R4/9～ 〇 Z06203621 CX-60-①

ファミリアバン R4/3～ 〇 2WD/HV Z05003222 プロボックス⑥

アトレー R3/12～ 〇 ラゲッジ/アトレー用 D04903629 アトレー⑱Aラゲッジ/アトレー用

タント/タントカスタム R4/10～ 〇 ラゲッジ/★ D01403628 タント⑧-1-ラゲッジ

〇 運転席ロングスライドシート有 D05003270 タント⑧

〇 ラゲッジ/★ D05003628 タント⑧-1-ラゲッジ

〇 運転席ロングスライドシート無 D05003271 タント⑨

ハイゼットトラック H2/4～H6/11 〇 D02403633 ハイゼット⓪

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

クロスビー（XBEE） R4/8～ 〇 HV S04403642 クロスビー②

〇 S04703615 スペーシア③

〇 ラゲッジ S04703625 スペーシア③-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

ムーヴキャンバス R4/7～

スズキ

ミツビシ

エスクード R4/4～

ランディ

タントファンクロス R4/10～

マツダ

スペーシアベース R4/8～

R4/8～

ダイハツ

ekクロス　EV R4/6～

ステップワゴン/
スパーダ

R4/5～

ニッサン

デイズ R4/9～

アリア R4/1～

サクラ R4/6～

R4/7～エクストレイル

R4/7～キックス

ホンダ
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REX（レックス） R4/11～ 〇 GAS B03303292 ライズ①

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

シフォン R4/10～ 〇 ラゲッジ/★ B02703628 タント⑧-1-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

ベンツ GLAクラス R2/6～ 〇 右H G01803627 ベンツGLA②

A1 R1/11～ 〇 右H 100403646 アウディA1-②

〇 右H/スポーツバック共通 101003419 アウディQ3-①

〇 ラゲッジ 101003603 アウディQ3-①-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 U00803583 ティークロス①

〇 ラゲッジ/T-クロス U00803584 ティークロス①-ラゲッジ

T-Roc R2/7～ 〇 右H U01003650 ティーロック①

UP H24/10～R3/3 〇 右H/AT/（アップGTIは除く） U00903626 UP①

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

〇 右H/G01 400503338 BMW　X3-③

〇 ラゲッジ/G01 400503623 BMW　X3-③-ラゲッジ

サンバーバン R4/1～
スバル

BMW X3 H29/10～

VW

ゴルフ R3/6～

R2/8～Q3

T-CROSS R1/11～

アウディ
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