
 iQ  オッティ  シティ  ekクラッシィ
 ピノ  トゥデイ  ekスポーツ
 モコ  ビート  ekワゴン

 ライフ  ビスタチオ
 ミニカ　
 ミニカトッポ

 MR2  Beー1  CR－Ⅹ  ホンダZ  ekアクティブ
 MR－S  KIX  CR－Ⅹデルソル  ライフダンク  ｉ（アイ）
 カローラⅡ  クリッパー　  アクティ  トッポ【０８年～】

 コルサ　H  パオ  ザッツ  トッポBJ
 サイノス  フィガロ  シビック　H【８７年～】  パジェロジュニア
 セラ  マーチ【８９年～】  ストリート  パジェロミニ
 ターセル　H  ゼスト  ブラボー
 デュエット  バモス  ミニキャブ

 WiLLVi スターレット  180SX  マーチ　W  S2000  FTO
 WiLLサイファ スプリンタートレノ  NXクーペ  マーチ【０２年～】  インサイト  エクリプス　
 イスト（ist） スプリンターマリノ  キューブ【９８年～】  ラシーン  インテグラ　C【８９年～】  タウンボックス
 ヴィッツ セリカ【８９年～・９９年～】  サニーRZ－1  ルキノ　C／H  クイントインテグラ  トッポBJワイド
 カローラFX ターセル　S  サニー【９０年～】  マイクラCプラスC  シビック　H【９１年～】  ミラージュ　H
 カローラセレス パッソ  シルビアS13／S15  バモスホビオ  ミラージュ　S【９１年～】
 カローラレビン  パルサー H  フィット  ミラージュアスティ
 キャミ  パルサー　S【９０年～】  プレリュード【８７年～】

 コルサ　S  フェアレディーZ【８３年～】  ロゴ
 コロナ　C  プレセア【９０年～】

 bB コロナエクシヴ  ADワゴン  プリメーラカミノ  HR－V  GTO
 RAV4【９４年～】 コロナプレミオ  VWサンタナ  ブルーバードマキシマ  アコードインスパイア  エクリプススパイダー
 WiLL　VS スープラ　  ウイングロード【９６年～】  プレセア【９５年～】  アスコットイノーバ  エテルナ　H
 アルテッツァ スプリンター  エスカルゴ  ルキノ　S-RV  インテグラ　C【０１年～】  エテルナサバ
 アレックス スプリンターカリブ  キューブ【０２年～】  ローレル【８８年～】  インテグラ　S  エメロード
 イスト（ist）【０７年～】 スパーキー  キューブキュービック  インテグラSJ  カリスマ
 オーパ セリカ【９３年～】  サニー【９４年～】  キャパ  コルト
 カリーナ ソアラ【８９年～】  サニーカリフォルニア  コンチェルト　H  コルトプラス
 カリーナED チェイサー【８８年～】  シルビアS14  コンチェルト　S  ジープ
 カリーナサーフ ビスタ  スカイライン ～R32 C／S  シビック　C  シャリオ【８９年～】

 カレン ファンカーゴ  スカイライン　R32GT－R  シビック　H【００年～】  スタリオン
 カローラ プラッツ  ティーダ  シビック　S【８７年～】  タウンボックスワイド
 カローラ　W プリウス【９７年～】  ノート  シビックシャトル  ミラージュ　S【９５年～】
 カローラアクシオ プロボックス  パルサー　S【９５年～】  シビックフェリオ  ミラージュディンゴ
 カローラランクス ベルタ  パルサー　W  ドマーニ  ランサー　S
 キャバリエ　C マークⅡ【８８年～】  フェアレディーZ【８９年～】  フィット【０７年～】  ランサーエボⅠ～Ⅵ
 クレスタ【８８年～】 ラウム  プリメーラ【～９５年】  プレリュード【９１年～】  ランサーセディア  S／W
 コロナ　S／H ラクティス  ブルーバード　S インサイト2009年  リベロ
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 アリオン セルシオ【８９年～】  アベニール   プリメーラカミノ　W  S－MX  アスパイア
 アルテッツァジータ ソアラ【９１年～】  アベニールサリュー   ブルーバードシルフィ  アコード　C／S  エテルナ　 S
 ウインダム【９１年～】 チェイサー【９２年～】  ウイングロード【９９年～】   プレーリー  アコード　W【９１年～】  ギャラン　S／H
 オーリス ビスタ【９４年～】  エキスパート   マキシマ  アスコット  ギャランフォルティス
 オリジン ビスタアルデオ  クルー   レパード　C  インスパイア【９２年～】  ディアマンテ　S【９０年～】

 カムリ【９０年～】 プリウス【０３年～】  グロリア  ～Y32   ローレル【９３年～】  エアウェイブ  デボネア
 カルディナ ブレイド  スカイライン　 W  オルティア  パジェロイオ
 カローラスパシオ ブレビス  スカイライン R33～　C／S  シビック　S【０５年～】  ランサー　 W
 カローラフィールダー プレミオ  スカイライン　R33GT－R～  トルネオ  ランサーエボ　 W
 キャバリエ　S プログレ  スカイラインクーペ【０７年～】  パートナー  ランサーエボⅦ～Ⅸ
 クラウン【８７年～】 ポルテ  セドリック　～Y32  ビガー
 クレスタ【９２年～】 マークⅡ【９２年～】  セフィーロ　S【８８年～】  フィットアリア
 サクシード マークⅡワゴン  ティーダラティオ  モビリオ
 シエンタ ラッシュ  プリメーラ　W【９７年～】  ラファーガ
 セプター　S／C レクサス　IS／SC  プリメーラ【～０１年】 フィットシャトル

ルミオン

 アイシス クラウン　W  AD－MAXワゴン  デュアリス  アヴァンシア  RVR
 アバロン クラウン【０３年～】  グロリア  Y33～  日産GT-R  アコード　W【９４年～】  エアトレック2・0
 アベンシス　 クラウン【９１年～】  グロリアシーマ  プリメーラ　W【０１年～】  インスパイア【９５年～】  シグマ
 アベンシス　W クラウンマジャスタ【９１年～  グロリアワゴン  プレーリージョイ  エディックス  シャリオ【９１年～】
 アリスト セプター　W  シーマ【９１年～】  プレーリーリバティ  クロスロード【０７年～】  ディアマンテ　S【９５年～】

 イプサム【９６年～】 ナディア  スカイライン【０１年～】  ラフェスタ  ジャズ  ディアマンテ　W
 ウィッシュ プロナード  ステージア  リバティ  ストリーム  ディオン
 ウインダム【９６年～】 マークⅡ【００年～】  セドリック　Y33～  レパード　J．フェリー  セイバー  パジェロショート【８９年～】

 ヴェロッサ マークⅡクオリス  セドリックシーマ  レパード　S  フリード  ランサーエボⅩ
 ヴォルツ マークⅡブリット  セドリックワゴン  モビリオスパイク  レグナム
 ガイア マークX  セフィーロ　S【９８年～】  レジェンド　C
 カムリグラシア マークXジオ  セフィーロ　W  レジェンド　S【９０年～】

 カムリグラシア W ランドクルーザープラド  ティアナ
 カムリ【９９年～】 　　　　　　　　　　【９０年～】  ティーノ
 カローラルミオン レクサス　GS  テラノ【８９年～】

 RAV4【０５年～】    ランドクルーザー70  インフィニティQ45  フーガ  CR－V  エアトレック2・4
 イプサム【０１年～】    レクサスLS  エクストレイル  プレジデント  NSX  シャリオグランディス
 クラウンマジャスタ 【０４年～   ハリアー【９７年～】  シーマ【９６年～】  ミストラル  インスパイア【０７年～】  デボネア【９２年～】

 セルシオ【９４年～】    マスターエースサーフ  セレナ【９４年～】  ルネッサ  エレメント  パジェロショート【９１年～】

 ハイラックス　    ライトエース  ダットサン  オデッセイ  ブラウディア
 ハイラックスサーフ【８９年～】  テラノワイド【８９年～】  ステップワゴン【０５年～】

 バネットセレナ  レジェンド　Ｓ【９６年～】

 ヴァンガード ノア  キャラバン【８６年～】  プレサージュ  ステップワゴン【９６年～】  アウトランダー
 ヴォクシー ハイラックスサーフ【９５年～ サファリ2・8【８７年～】  ラルゴ  グランディス
 エスティマエミーナ ハリアー【０３年～】  セレナ【９９年～】  チャレンジャー
 エスティマルシーダ ライトエースノア  テラノ【９５年～】  ディグニティ
 クルーガー ランドクルーザープラド  テラノレグラス  デリカスターワゴン
 センチュリー 　　　　　　　　　　【９６年～】  バサラ  パジェロショート【９９年～】

 タウンエース  バネットラルゴ
 タウンエースノア  プレジデント【０３年～】
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 エスティマ  キャラバン【０１年～】  エリシオン  ストラーダ
 ハイエース  サファリ3・0【９７年～】  クロスロード  デリカ D:5
 ハイエースレジアス  サファリ4・2【８７年～】  ホライゾン  デリカスペースギア
 ランドクルーザープラド【０２年～】  セレナ【０５年～】  パジェロロング【８９年～】

 レジアスエース  ムラーノ
 レクサスLS600  ホーミーコーチ

 アルファード  エルグランド  パジェロロング【９９年～】

 ヴェルファイア  キャラバンエルグランド
 ツーリングハイエース  ホーミーエルグランド
 ハイエースデラックス【８９年～】

 ハイラックスサーフ【０２年～】

 グランドハイエース  サファリ【９９年～】  MDX
 グランビア  サファリ4・8【９７年～】  ラグレイト
 ハイエースロング【０４年～】

 メガクルーザー
 ランドクルーザー100
 ランドクルーザー200
 ランドクルーザー80
 ランドクルーザーシグナス
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スバル

 AZ－1  R1  Kei ジムニー【８７年～】  MAX ネイキッド
 キャロル  R2  MRワゴン セルボ  エッセ ミゼットⅡ
 スピアーノ  ヴィヴィオ  アルト セルボモード  オプティ ミラ
 ラピュタ  ヴィヴィオビストロ  アルトラパン ツイン  コペン ミラTR－XX

 プレオ  アルトワークス ワゴンR  ゼロ１ ミラモデルノ
 プレオネスタ  カプチーノ  ソニカ ムーブ
 レックス  カルタス　H【８８年～】  ミラジーノ レイ
 レックスコンビ  キャラ  ミラジーノ1000

 AZ－オフロード  サンバー  エブリィ ワゴンR【０８年～】  アトレー テリオスキッド
 AZ－ワゴン  サンバーディアス／トライ  カルタス　S【８９年～】  シャレード　H テリオスルキア
 スクラム  ジャスティ  ジムニー【９８年～】  シャレード　S【８９年～】 ハイゼットバン
 ロードスター  ステラ  ジムニー1000  ストーリア ムーブラテ

 スイフト【００年～】  タント
 パレット

 AZ－3 ユーノスプレッソ  ドミンゴ  PAネロ ピアッツア  YRV
 RX－7 ランティス　H  X－90 ピアッツアネロ  アトレー　W
 サバンナRX－7 レビュー  カルタス　H【９５年～】 ジムニーシエラ  アプローズ
 デミオ【９６年～】  カルタス　S【９５年～】 ジムニーワイド  シャレード　S【９４年～】

 ファミリア　H  ジェミニ　C／H ソリオ  テリオス
 ファミリア　S【８９年～】  ジェミニ　S【９０年～】 ワゴンRソリオ  ブーン
 ファミリア　W【８９年～】  スイフト【０４年～】 ワゴンRプラス
 ユーノス100  スプラッシュ ワゴンRワイド

 ジムニー1300

 MX－6 ファミリアS-ワゴン  アルシオーネ  アスカCX  Coo
 RX－8 プロシードレバンテ  アルシオーネSVX  エスクード  アトレー7
 カペラ　C ベリーザ  インプレッサ　C  エブリィプラス  パイザー
 カペラ　H ペルソナ  インプレッサ　S  エブリィランディ  ハイゼットグランカーゴ
 カペラ　S【８９年～】 ユーノス300  インプレッサ　W【９２年～】  カルタス　W  ラガー
 デミオ【０２年～】 ユーノス500  デックス  ジェミニ　S【９３年～】  ロッキー
 ファミリア　S【９４年～】 ランティス　S  レガシィ　S  ユーガ
 ファミリア　W【９４年～】

 MS－6 クレフ  インプレッサ　H  SX4  ビーゴ
 MS－8 クロノス  インプレッサ　S【００年～】  アスカ  ビュート
 アクセラ　H プレマシー【９９年～】  インプレッサ　W【００年～】  エリオ　H  リョーガ
 アクセラ　S ユーノス 800  フォレスター  エリオ　S
 アテンザ　S ユーノスコスモ  レガシーB4
 カペラ　W ルーチェ  レガシーステーションワゴン
 カペラ　S【９７年～】 　　　
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スバル

 MS－9 プレマシー【０５年～】  トラヴィック  SXセダン  ミュー【８９年～】  アルティス
 アテンザ　H プロシードレバンテ2・5  フォレスター【０２年～】  エスクード【９７年～】  ガリューⅠ
 アテンザ　W  レガシーアウトバック  エスクード1・6【０５年～】  ガリューコンバーチブル
 センティア  レガシーランカスター  ビークロス  ヌエラ
 ミレーニア  ビッグホーン　3Dr【８７年～】  ラセード

 ファスターロデオ

 トリビュート  エクシーガ  ウィザード  大蛇
 ボンゴ  フォレスター【０７年～】  エスクード2・7【０５年～】  ガリュー
 ユーノスカーゴ  ビッグホーン　5Dr【８７年～】  ガリューⅡ

 ミュー【９８年～】

 CX-7  グランドエスクード  デルタワイドワゴン
 MPV【９０年～】  ファーゴ【９１年～】  デルタワゴン
 プロシード  ランディ

 MPV【９７年～】  ビッグホーン　3Dr【９１年～】
 ビアンテ  ファーゴ【９５年～】

 ボンゴフレンディ
 ボンゴブローニィ

 ビッグホーン　5Dr【９１年～】
 ファーゴフィリー
 フィリー
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イギリス イタリア フランス スウェーデン 韓国

【スマート】 【ローバー】 【アウトビアンキ】 【シトロエン】
 スマート　K  114/  Y10  AX
 スマートクーペ  ミニ 【フィアット】 【プジョー】
 スマートフォーツー  パンダ  205/
 スマートフォーツーK 【ルノー】
 スマートロードスター  5／

【ベンツ】 【MG】 【フィアット】 【シトロエン】 【フォード】
 SLKクラス【９７年～】  MG　F  ウーノ  C2  Ka

【VW】  MG RV8  ニューパンダ  サクソ  フェスティバ
 ルポ  MG　TF  バルケッタ  シャンソン

【オペル】  フィアット500 【ルノー】
 ヴィータ【９５年～】  プント  トゥインゴ
 ティグラ  ルーテシア

【ミニ】 【プジョー】
 ミニ  106／

【ベンツ】 【オペル】 【ロータス】 【アルファロメオ】 【シトロエン】 【クライスラー】 【ボルボ】 【ヒュンダイ】
 Aクラス【９８年～】 アストラ　H  エキシージ  145//  BX　H  クロスファイア  480／  TB
 SLKクラス【０４年～】 アストラ　O【９４年～】  エラン 【フィアット】  ZX　C／H 【シボレー】

【BMW】 ヴィータ【０１年～】  エリーゼ  ティーポ 【プジョー】  MW
 Z3 スピードスター  ヨーロッパ  プラビッシモ  206　H  クルーズ
 Z4 【スマート】 【モーガン】  プント【００年～】  206　W 【フォード】
 3シリーズ　H【９４年～】 スマートフォーフォー　  4・4 【ランチア】  306　S／H  フィエスタ

【VW】 【ミニ】  プラス4  デルタ  309･  フェスティバ【９２年～】
 コラード  ミニクラブマン 【ローバー】  プリズマ 【ルノー】  フェスティバミニ　W
 ゴルフカブリオレ  200　C 【マセラティ】  アルピーヌ  レーザー
 ポロ  200　H【９６年～】  222・  メガーヌ　C

【アウディ】  カブリオレ  カリフ  メガーヌ　O【９９年～】
 TT【９９年～】  ギブリ

 スパイダーサガート

【ベンツ】 【アウディ】 【ジャガー】 【アルファロメオ】 【シトロエン】 【クライスラー】 【ボルボ】 【ヒュンダイ】
 190クラス 80　S  XJ　C  75・  C3  デイトナ  C30／  クーペ
 Aクラス【０５年～】 80　W 【ローバー】  147・  BX　W  ネオン
 CLKクラス【９７年～】 90・  200　H【９３年～】  155・  ZX　W 【サターン】
 Cクラス　C A3  400　S／W  GT  クサラ　H／W  サターン　C／S／W

【BMW】 A4　S【９５年～】  600・  GTV 【プジョー】 【シボレー】
 1シリーズ S3  トゥアラー  スパイダー  207/  コルベット
 3シリーズ　C S4　S【９９年～】 【TVR】 【フィアット】  306　W 【フォード】
 3シリーズ　H TT【０６年～】  T350  クーペフィアット  405　S  テルスター S／H
 3シリーズ　O TTS  キミーラ  グランデプント  1007/  テルスターⅡ
 B3　C／S カブリオレ  グリフィス  テムプラ 【ルノー】  フォーカス　H
 M3 クーペ  サーブラウ 【マセラティ】  21/  プローブ

【VW】 【オペル】  サガリス  430/  メガーヌ　H  レーザーリデア
 ヴェント アストラ　C／S  タスカン 【ランチア】  メガーヌ　O【０５年～】 【ポンティアック】
 クロスポロ アストラ O【０２年～】  タモーラ  デドラ  グランダム　C／S
 ジェッタ【９０年～】 カリブラ
 ニュービートル ベクトラ　S【９０年～】
 ボーラ

ドイツ アメリカ

Dサイズ

Cサイズ

Bサイズ

Aサイズ



イギリス イタリア フランス スウェーデン 韓国

【ベンツ】 【BMW】 【ジャガー】 【アルファロメオ】 【シトロエン】 【クライスラー】 【ポンティアック】 【サーブ】 【ヒュンダイ】
 CLKクラス【０２年～】 3シリーズ　S  Ⅹ-TYPE　S  156　S  ⅩM　H  アクレイム グランダム　C／S  900･C／S  i30／
 Cクラス　S 3シリーズ　W 【ローバー】  156　W  C4 C／H  ジープラングラー                    【９２年～】 9・3　S  エラントラC／S
 Cクラス　W【９７年～】 5シリーズ　S【９０年～】  800・  164/  エクザンティア　H  ストラトス ファイアーバード 【ボルボ】
 Eクラス　C 5シリーズ　W【９２年～】 【ロータス】  ブレラ  エクザンティア W  ルバロン  240　S
 Eクラス　S【９３年～】 B10　S【９５年～】  エスプリ 【フィアット】 【プジョー】 【シボレー】  780/
 ミディアムクラス　C／S B10　W【９５年～】  クロマ  307　H  オプトラ　S／W  850　S

【VW】 B3　W【０１年～】 【マセラティ】  308- 【マーキュリー】  C70
 イオス M5【９３年～】  228/  405　W  クーガー  S40 
 ゴルフ　H／W 【オペル】  クワトロポルテ  406　S／C 【フォード】  S60
 ゴルフプラス アストラ　W  シャマル 【ルノー】  イクシオン  S70
 ジェッタ【０６年～】 オメガ　S【８９年～】 【ランチア】  25/  テルスター　H【９１年～】  V40
 パサート　S【９０年～】 ベクトラ　W【９７年～】  テーマ  サフラン  テルスター　S【９１年～】  V50
 パサート　W【９２年～】 メリーバ  セニック【９９年～】  テルスター　W

【アウディ】  ラグナ　H  テンポ
 A4　S【０１年～】  フォーカス　H【０５年～】
 A4　W  マスタング
 A5  モンデオ　S
 RS4 S
 S4　S【０３年～】
 S4　W
 S5

【ベンツ】 【アウディ】 【MG】 【アルファロメオ】 　【シトロエン】 【キャデラック】 【ビュイック】 【サーブ】 【ヒュンダイ】
 Bクラス 100　S／W  MG　ZT  159/  C5　H  CTS  リーガル　C／S／W  9000・  XG
 CLSクラス A4　S【０８年～】  MG　ZTーT  166・  クサラピカソ  XLR 【ポンティアック】  9･3　W  ソナタ
 Eクラス　S【９５年～】 A6　S【９４年～】 【アストンマーチン】 【フィアット】 　【プジョー】  セビル【９０年～】  グランプリ  9・5　S
 Eクラス　W【９４年～】 A6　W【９４年～】  DB7  ムルティプラ  307・ 　【クライスラー】 【マーキュリー】 【ボルボ】
 Tシリーズ R8 【ジャガー】 【マセラティ】  406　W  PTクルーザー  セーブル  240　W
 Sクラス　C【９１年～】 RS6　S  S－TYPE  3200GT  407　S／C  インペリアル 【ダッジ】  740　S／W
 SLクラス S4　S【９３年～】  XJ　S【９３年～】  クーペ  605・  ジープチェロキー  キャリバー  760　S／W
 ミディアムクラス　W S6  X－TYPE　W  スパイダー 【ルノー】  ジープラングラー【９６年～】  850　W

【BMW】  A5スポーツバック  ソブリン  カングー  ニューヨーカー  940　S／W
 5シリーズ　S【９６年～】 【オペル】 【ローバー】  メガーヌ　W  バイパー  960　S／W
 5シリーズ　W【９７年～】オメガ　S【９４年～】  75　S／W  ラグナ　W  プレミア  S80
 6シリーズ オメガ　W【９２年～】 【シボレー】  S90
 7シリーズ【９０年～】 ザフィーラ【００年～】  HHR  V70
 B10　S／W【９８年～】 シグナム  カマロ  V90
 M5【９９年～】 セネター 【フォード】  XC70
 Z8 ベクトラ　S【０２年～】  サンダーバード
 ロードスターV8 【ポルシェ】  フォーカスC－MAX

【VW】 911シリーズ  マスタング【０６年～】
 クロスゴルフ 928・  モンデオ　S  【０１年～】
 ゴルフヴァリアント 968・  モンデオ　W
 パサート　S【０６年～】 ケイマン
 パサート　W【９８年～】 ボクスター

Eサイズ

ドイツ アメリカ

Fサイズ



イギリス イタリア フランス スウェーデン 韓国

【ベンツ】 【アウディ】 【アストンマーチン】 【フェラーリ】 　【プジョー】 【キャデラック】 【ダッジ】 【サーブ】 【ヒュンダイ】
 Eクラス　W【９６年～】 A6　S【０４年～】  DB9  348・  407 W  STS アベンジャー  9・5　W  JM
 SLRマクラｰレン A6　W【０５年～】  V12ヴァンキッシュ  360・  607・  CTS【07年～】 【リンカーン】 【ボルボ】  グレンジャー
 Sクラス　S【９８年～】 A8 【ジャガー】  456・ 　【シトロエン】  アランテ LS  XC70【００年～】
 Sクラス　C【９３年～】 オールロードクアトロ  XK  550マラネロ  XM　W  エルドラド コンチネンタル
 バネオ 【オペル】  575Mマラネロ  C5　W  セビル【９２年～】 マークⅧ

【BMW】 オメガ　W【９５年～】  599/  C6  フリートウッド　C
 5シリーズ　S【０３年～】 ザフィーラ【０６年～】  612スカリエッティ 【ルノー】  フリートウッド　S【９０年～】
 5シリーズ　W【０４年～】ベクトラ　W【０４年～】  F355  アヴァンタイム 【クライスラー】
 7シリーズ【９４年～】  F430  グランセニック  300M
 8シリーズ  スーパーアメリカ  セニック【０１年～】  ジープグランドチェロキー【９３年～】

【VW】  チャレンジャーストラダーレ  パトリオット
 ティグアン  テスタロッサ 【シボレー】
 トゥーラン  モンディアル  S－10ブレーザー
 パサートバリアント 【ランボルギーニ】 【ポンティアック】

 ガヤルド  ボンネビル
 ディアブロ 【フォード】
 ムルシエラゴ  トーラス　S

【ベンツ】 【ジャガー】 【マセラティ】 【キャデラック】 【ビュイック】 【ヒュンダイ】
 CLクラス【９９年～】  XJ　S【０３年～】  グラントゥーリスモ  DTS パークアベニュー  サンタフェ
 GLKクラス 【ランドローバー】  グラントゥーリスモ S  ドゥビル 【ダッジ】   トラジェ
 Gクラス  フリーランダー  ロイヤル 【クライスラー】 チャージャー
 Sクラス　S【９１年～】  レンジローバー【９１年～】  300C　S／W

【BMW】 【アストンマーチン】  ビジョン
 7シリーズ【０２年～】  V8  ジープグランドチェロキー【００年～】
 X3  ヴァンテージ  ジープチェロキー【０１年～】
 M6 【デイムラー】 【シボレー】

【VW】  スーパーV8  ブレイザー
 シャラン  ダブルシックス 【フォード】

【アウディ】  デイムラー4  エスケープ
 RS4 W 【ベントレー】  ギャラクシー

 ベントレー　C  スペクトロン
 コンチネンタルGT  トーラス　W
 コンチネンタルGTC

【ベンツ】 【ポルシェ】 【ランドローバー】 【マセラティ】 【キャデラック】 【マーキュリー】
 CLクラス【９６年～】 カイエン  ディスカバリー【９１年～】  クワトロポルテ【０４年～】  SRX  グランドマーキー
 Mクラス【９８年～】 【アウディ】  フリーランダー2  コンコース
 Rクラス RS6　W 【クライスラー】
 Sクラスロング【９８年～】S6 W  ジープグランドチェロキー【０５年～】

【BMW】 S8 【ダッジ】
 M5【０４年～】  ナイトロ
 X5  マグナム

【VW】 【フォード】
 トゥアレグ  フリーダ

 リンカーンMKX

Iサイズ

Hサイズ

Gサイズ

ドイツ アメリカ



イギリス イタリア フランス スウェーデン 韓国

【ベンツ】 【デイムラー】 【キャデラック】 【フォード】 【ボルボ】
 Gクラスロング  デイムラー4・2  フリートウッド　S エクスプローラー  XC90
 Mクラス【０５年～】 【ランドローバー】 　　　　　　　　　【９３年～】エクスペディション
 Sクラス　ロング【０５年～】  ディスカバリー【９９年～】 【クライスラー】 ブロンコ
 Vクラス  ディフェンダー  グランドボイジャー 【マーキュリー】
 ビアノ  レンジローバー【９５年～】  ジープコマンダー コロニーパーク

【BMW】  レンジローバースポーツ  ボイジャー 【リンカーン】
 X6 【ベントレー】 【シボレー】 タウンカー

【VW】  アズ－ル  アストロ
 カラベル  アルナージ  カプリス S／W
 ヴァナゴン  エイト  タホ
 シャラン  コンチネンタル  トレイルブレイザー

 コンチネンタルクーペ 【ハマー】
【アウディ】  ターボ  ハマーH3

 Q7  ブラックランズ
 ミュルザンヌ

【マイバッハ】 【ベントレー】 【キャデラック】 【ハマー】
 マイバッハ  ベントレー　S  エスカレード ハマーH2

【ロールスロイス】 【シボレー】 【フォード】
 コーニッシュ  エクスプレス F150
 シルバースパー  サバーバン エコノライン
 シルバースピリット  シェビー リンカ-ンナビゲーター
 シルバーセラフ 【ダッジ】 　　　
 シルバードーン  デュランゴ
 ファントム  ラム

 ラムバン

Kサイズ

Jサイズ

ドイツ アメリカ
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