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株式会社オートウェイの販売したホイールの表示に係る問題への対応について
当社は、本日、「株式会社オートウェイの販売したホイールの表示に係る問題への対応について」のニュース
リリースを発表いたしました。詳細は、別添ニュースリリースをご覧ください。
なお、通期業績への影響については、現在、足元の業績動向等も勘案して精査中です。今後、開示すべき事項
が生じた場合には、改めてお知らせいたします。
以

上

2019年12月6日
株式会社プロトコーポレーション
株式会社オートウェイ

株式会社オートウェイの販売したホイールの表示に係る問題への対応について
2019年12月3日付「
（開示事項の経過）子会社代表取締役社長等の逮捕につきまして（不起訴処分）
」のとおり、
同年11月13日付で不正競争防止法違反の疑いで愛知県警察に逮捕されておりました、株式会社プロトコーポレー
ション（以下、
「プロトコーポレーション」といいます。）の連結子会社である株式会社オートウェイ（以下、
「オ
ートウェイ」といい、プロトコーポレーションと合わせて「当社グループ」といいます。）の代表取締役社長1
名、同社常務取締役1名及び同社従業員1名の合計3名及びオートウェイは、同年12月3日付で不起訴処分となりま
した。当社グループとしては、不正競争防止法違反には該当しないとの当社グループの考えに理解が得られたも
のと理解しております。お客様及び関係者の皆様には、ご心配とご迷惑をおかけしましたことについて、深くお
詫び申し上げます。
この度の問題について、問題の所在及び原因並びに当社グループとしての今後の対応及び再発防止策をご説明
申し上げます。
1. 問題の所在について（ホイールに必要な耐久強度は備えているものの、ホイール上の表示に問題があったこ
と）
(1) ホイールの試験条件には一般使用条件と限定使用条件の2種類があること
乗用車用ホイールは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成14年国土交通省告示第619号）別添2
「軽合金製ディスクホイールの技術基準」（以下、
「技術基準」といいます。）に従い、試験を実施し、耐久強度
を確認することが求められております。試験において適用される試験条件には、一般使用条件と限定使用条件の
2種類があり、前者はリム径（※1）及びリム幅（※2）に応じて適用されるタイヤの中で最も大きな最大負荷能
力に対応する荷重値により設定される試験条件であり、後者は自動車のハブ（※3）取付仕様（孔数（※4）及び
P.C.D.（※5）
）ごとに最も重い輪重を調査して、その輪重に対応して設定される試験条件です。一般使用条件と
限定使用条件とでは、試験においてホイールに負荷される荷重を算定する際の基準が異なるため、技術基準によ
り、ホイール上に、一般使用条件の場合は「JWL」マーク、限定使用条件の場合は「JWL」マークに加えて「車両
を代表する記号」の各表示をすることが求められております。
※1

ホイールの直径のことです。インチ単位で表記されます。

※2

タイヤがはまる部分（リム）の幅のことです。インチ単位で表記されます。

※3

自動車にホイールを装着する金属部分のことです。

※4

ホイールを留めるボルトの孔の数のことです。

※5 Pitch Circle Diameterの略で、ボルトの孔の中心を結んでできる円の直径をミリメートル単位で
表記したものです。
(2) ホイールに必要な耐久強度は備えていること
オートウェイが2010年より販売しております「RS-601」ブランドのホイール（現在は販売を中止しております。
商品の写真は別紙1、品番は別紙2のとおりです。以下、
「RS-601」といいます。）については、ホイールメーカー
において、自動車用軽合金製ホイール試験協議会（以下、
「JWTC」といいます。
）の承認を受けた試験設備を用い
て、限定使用条件の試験条件を満たし、必要な耐久強度を備えていることを確認の上で、仕入れ、販売をしてお
りました。RS-601が限定使用条件の試験条件を満たしていることは、この度の捜査を受けて改めて試験を実施し
て確認しております。RS-601は、そもそも別紙3記載の適合車種以外には取付仕様等が合わないため取り付ける
ことができず、店頭、コールセンター又は取付店において適合車種を確認の上販売しておりますので、適合車種

を確認して取り付けることにより、RS-601の耐久強度に問題は生じません。オートウェイの販売する他のホイー
ルも、同様の試験条件を満たしていることを確認の上で仕入れ、販売をしておりますので、同じく適合車種を確
認して取り付けることにより、耐久強度に問題は生じません。
(3) ホイール上の表示に問題があったこと
しかしながら、RS-601は限定使用条件を前提としたホイールであるため、上記のとおり、ホイール上に「JWL」
マークに加えて「車両を代表する記号」の表示をする必要があるところ、RS-601には「JWL」マークしか表示さ
れておらず、結果的に、一般使用条件の試験条件による試験を実施していない（上記のとおり、限定使用条件の
試験条件による試験は実施し、かつ試験条件を満たしております。
）にもかかわらず、一般使用条件を前提とし
たホイールであるかのような表示がなされておりました。
したがって、オートウェイは、一部で報道されているように「安全基準を満たしていると偽って粗悪ホイール
を販売した」ものではありません。
また、この度、RS-601以外のオートウェイの販売するホイールの表示も調査したところ、いずれも意図的なも
のではありませんが、同様に「車両を代表する記号」の表示がない点、又は下記3.(2)記載のVIA登録がされてい
ないにもかかわらず「VIA」マークが表示されている点で、ホイール上の表示が適切でないものが別紙4のとおり
判明いたしました（その写真、品番、適合車種はそれぞれ別紙5、別紙6、別紙7のとおりです。※別紙4-7につき
ましては、当社ホームページに掲載しております。
）。
2. 問題の原因について
RS-601にこのような誤った表示がなされた原因は、オートウェイ役職員のホイールの試験やその表示に関する
認識不足によるものであり、一般使用条件を前提としたホイールであると偽って販売する意図はありませんでし
た。しかしながら、RS-601及び別紙4記載のように誤った表示をしたホイールを仕入れ、販売したことは、自動
車の安全な運行に関わるホイールの販売事業者として重く受け止めており、オートウェイには主に次のような問
題点があったと考えております。プロトコーポレーションとしても、オートウェイのかかる問題を把握できてい
なかったことは、グループとしてのガバナンス、リスクマネジメントに至らぬ点があったと認識しております。
(1) オートウェイの役職員のホイールの試験や表示に係るルールに関する知識・意識の不足
(2) オートウェイにホイールの試験や表示に係る明確なルールが浸透していなかったこと
(3) オートウェイの仕入課の組織体制、仕入課に対するけん制機能の不足
3. 当社グループとしての今後の対応及び再発防止策について
上記の問題点については、当社グループとして、お客様及び関係者の皆様にご心配とご迷惑をおかけしました
ことについて、改めて深くお詫び申し上げるとともに、以下の対応及び再発防止策を実施し、一刻も早く皆様の
ご信頼を頂けるよう努めてまいります。
(1) RS-601及び別紙4記載のホイールの無償交換又は返金
上記のとおり、RS-601及び別紙4記載のホイールは、いずれも必要な耐久強度を備えているものの、適切でな
い表示がなされておりましたので、これを回収するため、オートウェイにてRS-601又は別紙4記載のホイールを
ご購入いただいたお客様につきましては、他のホイールとの無償交換又は返金を実施させていただきます。無償
交換又は返金の対象となるホイールの累計販売本数は約37,000本です。
ご連絡先を把握しているお客様については順次オートウェイからご連絡させていただきますが、オートウェイ
にてRS-601又は別紙4記載のホイールを購入されたお客様は、最寄りのオートウェイ店舗又は次の連絡先までご
連絡いただきますようお願い申し上げます。

【連絡先】
電

話：0120-941-927（受付時間9:00～18:00）
※

年末年始（2019年12月27日～2020年1月4日）を除く。

インターネット：無償交換・返金の専用お問合せフォーム
【PCからのお問合せ】
https://www.autoway.jp/form/returns
【スマートフォンからのお問合せ】
https://www.autoway.jp/s/returns/input/

(2) 海外メーカーの輸入ホイールのVIA登録
上記のとおり、技術基準はホイールメーカーの自主検査により確認されるものですが、ホイールの耐久強度に
係る客観性を担保するため、これに加えて販売事業者においてJWTCに申請し、技術基準に準じた試験を受け、合
格したホイールはVIA登録することができ、VIA登録したホイール上には「VIA」マークの表示がされます。VIA
の試験にも一般使用条件と限定使用条件の区別があり、限定使用条件を前提としたホイールには「VIA」マーク
に加えて「690KG」等の表示荷重記号が表示されます（上記のとおり、技術基準に則った試験を合格した表示と
して、「JWL」マークも表示されます。）。
オートウェイが現在販売する国内メーカーのホイールは、全てVIA登録されたホイールであり、今後もVIA登録
商品のみ取り扱う方針です。
一方、海外メーカーの輸入ホイールの一部には、VIA登録されていないホイールがあり（技術基準に則った限
定使用条件の試験は合格しております。）、これについては、今後新たに仕入れるものは全てVIA登録すること
で、全てのホイールの安全性について、お客様及び関係者の皆様に分かりやすい表示とする方針です。
(3) ホイールの試験や表示に係るルールの明確化及びコンプライアンス意識の醸成
オートウェイにおいて、ホイールの試験や表示に係るルールを明確化し、再発防止策及び研修プログラムを社
内に周知してまいります。
(4) ホイールの試験や表示に係るルールに関する社内教育の強化
オートウェイにおいて、全社用のホイールの試験や表示に係る安全基準マニュアル、仕入・貿易課用業務マニ
ュアル、営業部門用お客様対応マニュアル等の作成ないし見直し、これに基づく研修の実施、ホイールの試験や
表示に係るルールに関するエキスパートの育成・採用を実施いたします。
(5) 品質管理体制の改善
オートウェイにおいて、ホイールの仕入れに関するフローの見直し、仕入課の組織体制強化、ウェブサイト・
広告・カタログ等におけるホイールの安全性に関する情報の充実、仕入課から独立したホイールの安全基準検査
部門の新設を実施いたします。
(6) プロトコーポレーションと一体となった再発防止策の実施
プロトコーポレーションとしては、上記再発防止策の実施状況を定期的に確認するとともに、オートウェイと
一体となって企画立案、実行に当たることで、積極的にPDCAサイクルに関与してまいります。
以上のような再発防止策の進捗状況や取組みについては、オートウェイのウェブサイトにて情報提供してまい
ります。
以

上

別紙 1
RS-601 の写真
■シルバー

■ゴールド

別紙 2
RS-601 の品番
品番

規格

WH00195

16×7.0 +38 100×4/100×5 MIS

WH00196

16×7.0 +38 100×4/100×5 MIG

WH00198

16×7.0 +38 114.3×5/120×5 MIS

WH00401

16×7.0 +38 112×5/120×5 MIS

WH00403

16×7.0 +38 100×5/114.3×5 MIS

WH00405

16×7.0 +38 98×4/100×4 MIS

WH00197

16×7.0 +38 114.3×5/120×5 MIG

WH00402

16×7.0 +38 112×5/120×5 MIG

WH00404

16×7.0 +38 100×5/114.3×5 MIG

WH00406

16×7.0 +38 98×4/100×4 MIG

WH04812

16×7.0 +38 98×4/100×4 XMIS

別紙 3
RS-601 の適合車種
■WH00195
レクサス

トヨタ



CT[DAA-ZWA10(200h 純正 15 インチ装着車)/DAA-ZWA10(F スポーツ)/DAA-ZWA10(バージョン
C/L)]



bB[CBA-NCP30/CBA-NCP31/NCP34]



WiLL Vi[NCP19]



WiLL VS[NZE127/ZZE127/ZZE128/ZZE129]



アベンシス セダン[CBA-AZT250/CBA-AZT251/CBA-AZT255/UA-AZT250/UA-AZT255]



アベンシス ワゴン[CBA-AZT250W/CBA-AZT251W/CBA-AZT255W/UA-AZT250W/UA-AZT255W]



イスト[CBA-NCP60/CBA-NCP61/CBA-NCP65/DBA-NCP60/NCP60/NCP61/NCP65]



カリーナ[AT210/AT211/AT212/CT211/CT216/ST215]



カルディナ[CBA-AZT246W/CBA-ST246W/ST210G/ST211G/ST215G/ST215W/ST216G]



カローラ スパシオ[AE111N/AE115N]



コロナ プレミオ[AT210/AT211/CT211/CT216/ST210/ST215]



サクシード ワゴン[CBA-NCP58G/CBA-NCP59G/DBA-NCP58G/DBA-NCP59G/UA-NCP58G/UA-NCP59G]



シエンタ[DBA-NCP175G/DBA-NSP170G]



シエンタ ハイブリッド[DAA-NHP170G]



ファンカーゴ[CBA-NCP20/CBA-NCP21/CBA-NCP25]



プレミオ[AZT240/NZT240/ZZT240/ZZT245]



プロボックス ワゴン
[CBA-NCP58G/CBA-NCP59G/DBA-NCP58G/DBA-NCP59G/UA-NCP58G/UA-NCP59G]



ポルテ[CBA-NNP10/CBA-NNP11/CBA-NNP15/DBA-NNP10/DBA-NNP11/DBA-NNP15]



ラウム[CBA-EXZ10/CBA-EXZ15/CBA-NCZ20/CBA-NCZ25]



ヴィッツ[CBA-NCP13/CBA-SCP13/NCP10/NCP15]



ヴォルツ[ZZE136/ZZE137/ZZE138]



キャパ[GA4/GA6]



ファミリア[BJ3P/BJ5P]



ファミリア S-ワゴン[BJ5W]



ロードスター[NB6C/NB8C]

スズキ



カルタス ワゴン[GC21W/GC41W/GD31W]

スバル



フォレスター[SF5/SF5(STi Ⅱ)/SF9]

ダイハツ



パイザー[G301G/G303G/G311G]



CT[DAA-ZWA10(200h 純正 15 インチ装着車)/DAA-ZWA10(F スポーツ)/DAA-ZWA10(バージョン

ホンダ
マツダ

■WH00196
レクサス
マツダ

トヨタ

C/L)]


ファミリア[BJ5P]



ロードスター[NB6C/NB8C]



bB[CBA-NCP30/CBA-NCP31/NCP34]



WiLL Vi[NCP19]



WiLL VS[NZE127/ZZE127/ZZE128/ZZE129]



アベンシス セダン[CBA-AZT250/CBA-AZT251/CBA-AZT255/UA-AZT250/UA-AZT255]



アベンシス ワゴン[CBA-AZT250W/CBA-AZT251W/CBA-AZT255W/UA-AZT250W/UA-AZT255W]



イスト[CBA-NCP60/CBA-NCP61/CBA-NCP65/DBA-NCP60/NCP60/NCP61/NCP65]



カリーナ[AT210/AT211/AT212/CT211/CT216/ST215]



カルディナ[CBA-AZT246W/CBA-ST246W/ST210G/ST211G/ST215G/ST215W/ST216G]



カローラ スパシオ[AE111N/AE115N]



コロナ プレミオ[AT210/AT211/CT211/CT216/ST210/ST215]



サクシード ワゴン[CBA-NCP58G/CBA-NCP59G/DBA-NCP58G/DBA-NCP59G/UA-NCP58G/UA-NCP59G]



シエンタ[DBA-NCP175G/DBA-NSP170G]



シエンタ ハイブリッド[DAA-NHP170G]



ファンカーゴ[CBA-NCP20/CBA-NCP21/CBA-NCP25]



プレミオ[AZT240/NZT240/ZZT240/ZZT245]



プロボックス ワゴン
[CBA-NCP58G/CBA-NCP59G/DBA-NCP58G/DBA-NCP59G/UA-NCP58G/UA-NCP59G]



ポルテ[CBA-NNP10/CBA-NNP11/CBA-NNP15/DBA-NNP10/DBA-NNP11/DBA-NNP15]



ラウム[CBA-EXZ10/CBA-EXZ15/CBA-NCZ20/CBA-NCZ25]



ヴィッツ[CBA-NCP13/CBA-SCP13/NCP10/NCP15]



ヴォルツ[ZZE136/ZZE137/ZZE138]



キャパ[GA4/GA6]



ファミリア[BJ3P/BJ5P]



ファミリア S-ワゴン[BJ5W]



ロードスター[NB6C/NB8C]

スズキ



カルタス ワゴン[GC21W/GC41W/GD31W]

スバル



フォレスター[SF5/SF5(STi Ⅱ)/SF9]

ダイハツ



パイザー[G301G/G303G/G311G]



SAI[DAA-AZK10]



アルファード[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-GGH30W/DBA-GGH35W]



アルファード ハイブリッド[DAA-AYH30W]



イプサム[TA-ACM26W]



ヴェルファイア[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-GGH30W/DBA-GGH35W]



ヴェルファイア ハイブリッド[DAA-AYH30W]



オーリス[DAA-ZWE186H/DBA-NRE185H/DBA-ZRE186H]



ガイア[CXM10G/SXM15G]



カムリ[DAA-AVV50/MCV21/SXV20/SXV25]



カローラ ルミオン[DBA-ZRE154N]



クラウン ロイヤル

ホンダ
マツダ

■WH00198

トヨタ

[DAA-AWS210/DAA-AWS211/DBA-GRS200/DBA-GRS201/DBA-GRS210/DBA-GRS211/JKS175/JZS171/JZ
S173/JZS175/JZS179]

日産



クレスタ[GX105]



チェイサー[LX100]



ナディア[SXN10/SXN10H]



ブレイド[DBA-AZE154H/DBA-AZE156H/DBA-GRE156H]



マーク II[GX110/GX115/JZX110/JZX115]



マーク II ブリット[GH-JZX110W/TA-GX110W/TA-GX115W/TA-JZX110W/TA-JZX115W]



マーク X[DBA-GRX130]



マーク X ジオ[DBA-ANA10/DBA-ANA15/DBA-GGA10]



デュアリス[DBA-J10/DBA-KJ10/DBA-KNJ10/DBA-NJ10]



プリメーラ[TA-RP12/UA-QP12/UA-TNP12/UA-TP12]



プリメーラ ワゴン[WRP12/WTNP12/WTP12]

マツダ
三菱
スズキ



プレサージュ[UA-TU31]



トリビュート[EP3W/EPEW]



アウトランダー[DBA-CW4W/DBA-CW5W/DBA-CW6W]



アウトランダー PHEV[DLA-GG2W]



デリカ D:5[DBA-CV2W]



エスクード[CBA-TD54W/CBA-TD94W/CBA-TDA4W/CBA-TDB4W]



1 シリーズ[DBA-1A16[F20]/DBA-1R15[F20]/LDA-1S20[F20]]



3 シリーズクーペ[GH-AV30[E46]/GH-AY20[E46]/GH-BX20[E46]]



3 シリーズツーリング

■WH00401

BMW

[ABA-VR20[E91]/ABA-VR20[E91]/ABA-VS25[E91]/ABA-VS25[E91]/LBA-US20[E91]/LBA-US20[E91
]/LBA-UT25[E91]/LBA-UT25[E91]]


Z4[ABA-BU25[E85]/ABA-BU25[E85]/GH-BT22[E85]/GH-BT22[E85]/GH-BT25[E85]/GH-BT25[E85]]



SAI[DAA-AZK10]



WiLL VS[ZZE127]



アベンシス セダン[UA-AZT250]



アベンシス ワゴン[CBA-AZT250W/CBA-AZT251W/CBA-AZT255W/UA-AZT250W/UA-AZT255W]



アルファード[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-GGH30W/DBA-GGH35W]



アルファード ハイブリッド[DAA-AYH30W]



イプサム[TA-ACM26W]



ヴェルファイア[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-GGH30W/DBA-GGH35W]



ヴェルファイア ハイブリッド[DAA-AYH30W]



オーリス[DAA-ZWE186H/DBA-NRE185H/DBA-ZRE186H]



ガイア[CXM10G/SXM15G]



カムリ[DAA-AVV50/MCV21/SXV20/SXV25]



カリーナ[AT210/AT211/AT212/CT211/CT216/ST215]



カローラ ルミオン[DBA-ZRE154N]



カローラ スポーツ[3BA-NRE210H/3BA-NRE214H/6AA-ZWE211H]



クラウン ロイヤル

■WH00403

トヨタ

[DAA-AWS210/DAA-AWS211/DBA-GRS200/DBA-GRS201/DBA-GRS210/DBA-GRS211/JKS175/JZS171/JZ
S173/JZS175/JZS179]

日産



クレスタ[GX105]



シエンタ[DBA-NCP175G/DBA-NSP170G]



シエンタ ハイブリッド[DAA-NHP170G]



チェイサー[LX100]



ナディア[SXN10/SXN10H]



ブレイド[DBA-AZE154H/DBA-AZE156H/DBA-GRE156H]



プレミオ[AZT240/NZT240/ZZT240/ZZT245]



マーク II[GX110/GX115/JZX110/JZX115]



マーク II ブリット[GH-JZX110W/TA-GX110W/TA-GX115W/TA-JZX110W/TA-JZX115W]



マーク X[DBA-GRX130]



マーク X ジオ[DBA-ANA10/DBA-ANA15/DBA-GGA10]



デュアリス[DBA-J10/DBA-KJ10/DBA-KNJ10/DBA-NJ10]



プリメーラ[TA-RP12/UA-QP12/UA-TNP12/UA-TP12]



プリメーラ ワゴン[WRP12/WTNP12/WTP12]



プレサージュ[UA-TU31]



トリビュート[EP3W/EPEW]



アウトランダー[DBA-CW4W/DBA-CW5W/DBA-CW6W]



アウトランダー PHEV[DLA-GG2W]



デリカ D:5[DBA-CV2W]

スズキ



エスクード[CBA-TD54W/CBA-TD94W/CBA-TDA4W/CBA-TDB4W]

スバル



フォレスター[SF5/SF9]



イスト[CBA-NCP61/DBA-NCP60/NCP60]



ヴィッツ[CBA-NCP13/CBA-SCP13/NCP10/SCP10]



サクシード ワゴン[CBA-NCP58G/CBA-NCP59G/DBA-NCP58G/DBA-NCP59G/UA-NCP58G/UA-NCP59G]



プロボックス ワゴン

マツダ
三菱

■WH00405

トヨタ

[CBA-NCP58G/CBA-NCP59G/DBA-NCP58G/DBA-NCP59G/UA-NCP58G/UA-NCP59G]

マツダ



ポルテ[CBA-NNP10/CBA-NNP11/DBA-NNP10/DBA-NNP11/DBA-NNP15]



ラウム[CBA-NCZ20/CBA-NCZ25]



ファミリア[BJ5P]



ロードスター[NB6C/NB8C]



SAI[DAA-AZK10]



アルファード[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-GGH30W/DBA-GGH35W]



アルファード ハイブリッド[DAA-AYH30W]



イプサム[TA-ACM26W]



ヴェルファイア[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-GGH30W/DBA-GGH35W]



ヴェルファイア ハイブリッド[DAA-AYH30W]



オーリス[DAA-ZWE186H/DBA-NRE185H/DBA-ZRE186H]



ガイア[CXM10G/SXM15G]



カムリ[DAA-AVV50/MCV21/SXV20/SXV25]



カローラ ルミオン[DBA-ZRE154N]



クラウン ロイヤル

■WH00197

トヨタ

[DAA-AWS210/DAA-AWS211/DBA-GRS200/DBA-GRS201/DBA-GRS210/DBA-GRS211/JKS175/JZS171/JZ
S173/JZS175/JZS179]


クレスタ[GX105]



チェイサー[LX100]



ナディア[SXN10/SXN10H]



ブレイド[DBA-AZE154H/DBA-AZE156H/DBA-GRE156H]



マーク II[GX110/GX115/JZX110/JZX115]



マーク II ブリット[GH-JZX110W/TA-GX110W/TA-GX115W/TA-JZX110W/TA-JZX115W]



マーク X[DBA-GRX130]



マーク X ジオ[DBA-ANA10/DBA-ANA15/DBA-GGA10]



デュアリス[DBA-J10/DBA-KJ10/DBA-KNJ10/DBA-NJ10]



プリメーラ[TA-RP12/UA-QP12/UA-TNP12/UA-TP12]



プリメーラ ワゴン[WRP12/WTNP12/WTP12]



プレサージュ[UA-TU31]

マツダ



トリビュート[EP3W/EPEW]

三菱



アウトランダー[DBA-CW4W/DBA-CW5W/DBA-CW6W]

日産

スズキ



アウトランダー PHEV[DLA-GG2W]



デリカ D:5[DBA-CV2W]



エスクード[CBA-TD54W/CBA-TD94W/CBA-TDA4W/CBA-TDB4W]



1 シリーズ[DBA-1A16[F20]/DBA-1R15[F20]/LDA-1S20[F20]]



3 シリーズクーペ[GH-AV30[E46]/GH-AY20[E46]/GH-BX20[E46]]



3 シリーズツーリング

■WH00402

BMW

[ABA-VR20[E91]/ABA-VR20[E91]/ABA-VS25[E91]/ABA-VS25[E91]/LBA-US20[E91]/LBA-US20[E91
]/LBA-UT25[E91]/LBA-UT25[E91]]


Z4[ABA-BU25[E85]/ABA-BU25[E85]/GH-BT22[E85]/GH-BT22[E85]/GH-BT25[E85]/GH-BT25[E85]]



SAI[DAA-AZK10]



WiLL VS[ZZE127]



アベンシス セダン[UA-AZT250]



アベンシス ワゴン[CBA-AZT250W/CBA-AZT251W/CBA-AZT255W/UA-AZT250W/UA-AZT255W]



アルファード[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-GGH30W/DBA-GGH35W]



アルファード ハイブリッド[DAA-AYH30W]



イプサム[TA-ACM26W]



ヴェルファイア[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-GGH30W/DBA-GGH35W]



ヴェルファイア ハイブリッド[DAA-AYH30W]



オーリス[DAA-ZWE186H/DBA-NRE185H/DBA-ZRE186H]



ガイア[CXM10G/SXM15G]



カムリ[DAA-AVV50/MCV21/SXV20/SXV25]



カリーナ[AT210/AT211/AT212/CT211/CT216/ST215]



カローラ ルミオン[DBA-ZRE154N]



カローラ スポーツ[3BA-NRE210H/3BA-NRE214H/6AA-ZWE211H]



クラウン ロイヤル

■WH00404

トヨタ

[DAA-AWS210/DAA-AWS211/DBA-GRS200/DBA-GRS201/DBA-GRS210/DBA-GRS211/JKS175/JZS171/JZ
S173/JZS175/JZS179]

日産

マツダ



クレスタ[GX105]



シエンタ[DBA-NCP175G/DBA-NSP170G]



シエンタ ハイブリッド[DAA-NHP170G]



チェイサー[LX100]



ナディア[SXN10/SXN10H]



ブレイド[DBA-AZE154H/DBA-AZE156H/DBA-GRE156H]



プレミオ[AZT240/NZT240/ZZT240/ZZT245]



マーク II[GX110/GX115/JZX110/JZX115]



マーク II ブリット[GH-JZX110W/TA-GX110W/TA-GX115W/TA-JZX110W/TA-JZX115W]



マーク X[DBA-GRX130]



マーク X ジオ[DBA-ANA10/DBA-ANA15/DBA-GGA10]



ステージア[WGNC34]



デュアリス[DBA-J10/DBA-KJ10/DBA-KNJ10/DBA-NJ10]



プリメーラ[TA-RP12/UA-QP12/UA-TNP12/UA-TP12]



プリメーラ ワゴン[WRP12/WTNP12/WTP12]



プレサージュ[UA-TU31]



トリビュート[EP3W/EPEW]



アウトランダー[DBA-CW4W/DBA-CW5W/DBA-CW6W]



アウトランダー PHEV[DLA-GG2W]



デリカ D:5[DBA-CV2W]

スズキ



エスクード[CBA-TD54W/CBA-TD94W/CBA-TDA4W/CBA-TDB4W]

スバル



フォレスター[SF5/SF9]



イスト[CBA-NCP61/DBA-NCP60/NCP60]



ヴィッツ[CBA-NCP13/CBA-SCP13/NCP10/SCP10]



サクシード ワゴン[CBA-NCP58G/CBA-NCP59G/DBA-NCP58G/DBA-NCP59G/UA-NCP58G/UA-NCP59G]



プロボックス ワゴン

三菱

■WH00406

トヨタ

[CBA-NCP58G/CBA-NCP59G/DBA-NCP58G/DBA-NCP59G/UA-NCP58G/UA-NCP59G]

マツダ



ポルテ[CBA-NNP10/CBA-NNP11/DBA-NNP10/DBA-NNP11/DBA-NNP15]



ラウム[CBA-NCZ20/CBA-NCZ25]



ファミリア[BJ5P]



ロードスター[NB6C/NB8C]



イスト[CBA-NCP61/DBA-NCP60/NCP60]



ヴィッツ[CBA-NCP13/CBA-SCP13/NCP10/SCP10]



サクシード ワゴン[CBA-NCP58G/CBA-NCP59G/DBA-NCP58G/DBA-NCP59G/UA-NCP58G/UA-NCP59G]



プロボックス ワゴン

■WH04812

トヨタ

[CBA-NCP58G/CBA-NCP59G/DBA-NCP58G/DBA-NCP59G/UA-NCP58G/UA-NCP59G]

マツダ



ポルテ[CBA-NNP10/CBA-NNP11/DBA-NNP10/DBA-NNP11/DBA-NNP15]



ラウム[CBA-NCZ20/CBA-NCZ25]



ファミリア[BJ5P]



ロードスター[NB6C/NB8C]

