
※汎用品ですのでミラーは折り畳んでご使用ください。

※普通車の大型リアスポイラー付（GTウィング等）車両は全長をご確認の上、ワゴン車用の○○-Ｗサイズをお選び下さい。
※適応表に無い場合は車検証に記載されている全長と車両のスタイルを必ずご確認の上お選び下さい。 H27.6現在

ﾌﾗﾝｽ スウェーデン 　　　スバル、マツダ

ｲﾀﾘｱ イギリス、アメリカ 　　　ミツビシ

　　　ダイハツ、スズキ

ベンツSクラス ジャガーXJ レクサスLS600ｈ/ｈL プレジデント ブラウディア

BMW7/7Liシリーズ レクサスLS460/L シーマ（F50/Y51系）

全長5.02ｍ～5.30ｍ インフィニティーQ45

アウディA8/S8/A7 センチュリー

ベンツEクラス プジョー607/407 ボルボＳ８０ セルシオ、クラウン、マジェスタ シーマ（Y30系） レジェント ディアマンテ

BMW5/6シリーズ プジョー508 Ｃ７０カブリオレ マークX、カムリ フーガ インスパイア レガシィB4（BM/BR）

全長4.71ｍ～5.01ｍ 3/5シリーズグランツーリスモ シトロエンC5セダン サーブ9-5セダン レクサスGS450ｈ/300ｈ セドリック,グロリア アコードハイブリッド アテンザセダン（GH/GJ系）

ジャガーXE/XF アリスト、ウィンダム セフィーロ

アウディA6/A4（新） フォードモンデオセダン マークⅡ,クレスタ,チェイサー ティアナ

キャディラックCTS ヴェロッサ、プロナード スカイラインセダン

ベンツCクラスセダン プジョー406セダン、クーペ ボルボS60、S40 プリウス、アリオン プリメーラ アコードセダン レガシィB4（BP/BL）

CLKクーペ、カブリオレＳＬ アルファロメオ156 サーブ9-3セダン プレミオ、プログレ ブルーバードシルフィ シビックフェリオ WRXS4

全長4.41ｍ～4.70ｍ BMW3/4シリーズ（E90を含む） 　　　　　　スパイダー サーブ9-3カブリオレ ソアラ スカイラインクーペ シビックハイブリッド

ジャガーXタイプ アベンシスセダン クルー,シルフィ アテンザセダン（GG/GY系）

アウディA4（旧）/A5 アルテッツァ、ビスタ ラティオ（N17） アクセラセダン（BL系）

レスサスIS350/300ｈ/250 キザシ

VWパサート、オペルベクトラ HS250ｈ ランサーセダン

ポルシェ９１１、ボクスター SAI ギャランフォルティス

ベンツCクラスクーペ プジョー307cc/308 クライスラーネオン カローラ/アクシオ サニー グレイス、インテグラ インプレッサセダン

BMW Ｚ４/Ｚ３ シトロエンクサラ プラッツ、Will VS フェアレディーZ Ｓ２０００ ＲＸ－８

全長4.11ｍ～4.40ｍ アウディTTスパイダー セリカ ティーダラティオ ロードスター

オペルアストラセダン ベルタ エリオセダン

　　　アストラカブリオ

ＶＷポーラ、The Beetle

ベンツＡ１６０Ｌ、ＳＬＫ
プジョー
206/206cc/207/208

イスト（NCP60系）、ラウム シビックHB デミオ（スポルト除く）

ニュービートル コルト

全長3.81ｍ～4.14ｍ シトロエンＣ３ ベリーサ

ルノールーテシア

ルポ、UP!,ポロ プジョー１０６ アクア、ヴィッツ（～現行） マーチ フィット（～現行） ストーリア,ブーン

アウディA1 デュエット ノート（E11） ロゴ スイフト,スプラッシュ

コンパクトカー

全長3.50ｍ～3.96ｍ MINI Cooper(BMW) パッソ デミオ（DY,DE,DJ系）

ミニ（ローバー） ピクシスエポック N ONE プレオ、キャロル

ミラ、ミラジーノ

全長3.00ｍ～3.40ｍ アルト/RS、アルトラバン、Ｋｅｉ

軽自動車 スピアーノ、ラピュタ

ピクシススペース デイズ、モコ N WGN、ライフ ワゴンR/スティングレー

オッティー ゼスト MRワゴン,ハスラー

全長3.00ｍ～3.40ｍ ザッツ ムーヴ

全高1.64m～1.75m ムーヴ ラテ

軽自動車 背高ノッポタイプ ekワゴン

乗用車 ﾄﾞｲﾂ トヨタ ニッサン ホンダ

WX

WA

WB

WC

WD

カーボディーカバー適応表

WE

WF

WT



ﾌﾗﾝｽ スェーデン スバル、マツダ

ｲﾀﾘｱ イギリス、アメリカ ミツビシ

ダイハツ、スズキ

ベンツEクラスワゴン プジョー406ブレーク ボルボV70、XC70 クラウンワゴン、MIRAI ステージア オデッセイ（RA/RB系） アウトバック,エクシーガ

BMW５シリーズツーリング 　　　　　407SW サーブ9-5ワゴン マークⅡブリット シャリオグランディス

全長4.71ｍ～5.01ｍ アウディ Ａ６アバント フォードモンデオワゴン アベンシスワゴン アコードワゴン

ガイヤ、イプサム

ベンツCクラスワゴン プジョー307ワゴン ボルボV40 ウィッシュ、プリウスα リーフ,アベニール ジェイド、ストリーム レガシィワゴン,レボーグ

BMW3シリーズツーリング ルノーラグナワゴン カルディナ プリメーラワゴン フォレスター,WRXSTI typeS

全長4.41ｍ～4.70ｍ アウディ A４アバント メガーヌハッチバック レクサスCT200ｈ リバティー アテンザワゴン

メガーヌエステート ウィングロード（Y12） アクセラハッチバック

ラフェスタ ランサーワゴン

シトロエンワサラブレーク ディオン、エアトレック

ベンツA180 プジョー307 フォードフォーカス カローラ フィールダー ウィングロード（Y11） シャトル、エアウｴイブ トラヴィック

アウディ A3 アルファロメオ147 PTクルーザー カローラ ランクス ティーノ,デュアリス エディックス インプレッサスポーツワゴン

オペルアストラワゴン ルノールーテシア サクシード/プロボックス ノート（E12） SX-4/S-CROSS

全長4.11ｍ～4.40ｍ ＢＭＷ１シリーズワゴン シトロエンC4 ヴォルツ、スパシオ

ＶＷゴルフ、ゴルフワゴン Opa、RAV4（CA20系） プレマシー

ﾌﾗﾝｽ スウェーデン スバル、マツダ

ｲﾀﾘｱ イギリス、アメリカ ミツビシ

ダイハツ、スズキ

ベンツビアノ シボレーアストロLT ランドクルーザー（100/200系） サファリ MPV（新型）

(ハイルーフは除く）

全長4.86ｍ～5.02ｍ

キャデラックSRX

ベンツML350 エクスプローラ 20系アルファード、ヴェルファイア エルグランド（E50） エリシオン パジェロロング

VWトｳアレグ グランドチェロキー グランドハイエース プレサージュ オデッセイ（RC1/2） アウトランダー

全長4.71ｍ～4.9ｍ ポルシェカイエン （リミテッド） グランビア デリカD:5

ボルボXC-90 ボルボ（XC-90） エスティマ（3ナンバー） マツダＭＶＰ（旧）

レクサスRX450ｈ,NX300ｈ/200ｔ

ハイラックスサーフ

（ＳＳＲ－Ｘ）

ハリアー、クルーガＬ

ランドクルーザープラド５ドアTZ/TG

フォードエスケープ ノア、ボクシー,エスクァイア セレナ、NV200 ステップワゴン デリカスペースギア

ルシーダ、エミーナ エクストレイル CR-V ボンゴフレンディー

全長4.51ｍ～4.77ｍ RAV4ロング（ACA30系） スカイラインクロスオーバー デリカD:3

（５ナンバー）

ベンツＧ５００Ｌ ランドクルーザープラド３ドアＲＺ パジェロショート

シトロエン C4 ピカソ 　　　　　 エスクード5ドア

全長4.26ｍ～4.50ｍ RAV4ショート（ACA30系）

ベンツバネオ ラングラースポーツ ポルテ,イスト（XP110系） ジューク フリード、モビリオ

ミニクラブマン ルノー キャプチャー シエンタ（170系） Ｓ－ＭＸ

全長4.11ｍ～4.25ｍ

オペルメリーバ ｂＢ　シエンタ（80系）、スペード キューブ ビーゴ

ファンカーゴ キューブキュービック トレジア

ステーションワゴン ﾄﾞｲﾂ トヨタ

ミニバン・ＳＵＶ ﾄﾞｲﾂ トヨタ ニッサン ホンダ

ニッサン ホンダ

WA-W

WB-W

WC-W

XA

XB

XC

XD

XE

XF



全長3.83ｍ～4.10ｍ ラクティス

ピクシス バン デイズルークス アクティー タント、アトレー

バモス エブリーワゴン、スペーシア

全長3.00ｍ～3.40ｍ N BOX/Nスラッシュ ディアス

全高（1.72～1.80ｍ）

（軽自動車1BOX） ekスペース,タウンボックス

ハイエース 標準ルーフ キャラバン標準ルーフ

NV350キャラバン

全長4.695ｍ

全高1.990ｍ

（ハイエース,キャラバン用）

左スライドドア部ファスナー付

XT

SP


