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索引―会社別（50 音順）

アウディジャパン株式会社

【プラグインハイブリッド自動車】
A3�Sportback�e-tron［DLA-8VCUK］�� �86

■お問い合わせは、アウディジャパン株式会社　フリーダイヤル　0120-598106

株式会社アクセス

【電気自動車】
シルド�� �33
シルド SX4w�� �33
スイーツ L（スイーツ SXL）�� �35
スイーツN（スイーツNL）�� �35
スイーツN-2L（LH）�� �36
スニーク 77（スニーク 77L）�� �36
スニーク 77-2L（2LH）�� �37
デリワーク�� �37
ラング L�� �37
ラング SXL�� �38
ミニAce�� �44
ACCSx�� �44
AC-ZRX�� �45
AC-Cruise�� �45
ラング EX�� �45
とことこAce�� �46
とことこ 2-Ace�� �47

■お問い合わせは、アクセスお問合せダイヤル　フリーコール　0800-800-5224

株式会社アネブル

【天然ガス自動車】
アネブル�CNG�ジャーニ�バイフューエル［ABG-SDJW41�改］�� �48
アネブル�CNG�ハイゼット�バイフューエル［EBD-S321V�改］�� 48�
アネブル�CNG�ハイエースバン�バイフューエル［CBF-TRH200V�改］�� �50
アネブル�CNG�プロボックスバン�バイフューエル［DBE-NCP1601V�改］�� 50�
アネブル�CNG�ハイエースコミューター�バイフューエル［CBF-TRH223B�改］�� 51�
アネブル�CNG�ポンチョ［SDG-HX9JLBE�改］�� �51
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■お問い合わせは、株式会社　アネブル　行田事業所
 TEL　048-557-2386　　FAX　048-557-2387

いすゞ自動車株式会社

【天然ガス自動車】
いすゞエルフCNG［TFG-NMR82ZAN］�� �49
いすゞフォワードCNG［TKG-FRR90S2�改］�� �49
いすゞエルガCNG-MPI�ノンステップ［QDG-LV234L3�改］�� �52
いすゞエルガミオCNG-MPI�ノンステップ［PDG-LR234J2�改］�� �52
いすゞエルフCNG［TFG-NMR82ZAN］�� �54
�
【ハイブリッド自動車】
いすゞエルフディーゼルハイブリッド［TSG-NMR85AN］�� �80
いすゞエルガ　ハイブリッド　ノンステップ［QSG-LV234L3］�� �83
�
【低燃費かつ低排出ガス認定自動車（ディーゼル重量車）】
いすゞエルフ［TRG-NLR85AN］�� �110
いすゞギガ［QPG-CYL77B］�� �110
いすゞフォワード［TKG-FRR90S2］�� �111
いすゞエルガ［QRG-LV290N1］�� �114
いすゞガーラ［QTG-RU1ASCJ］�� �115
�

■お問い合わせは、いすゞ自動車（株）お客様相談センター フリーダイヤル　0120-119-113
 ダイヤルイン　TEL　03-5471-1188　FAX 番号　03-5471-1053

スズキ株式会社

【燃料電池自動車】
バーグマン�フューエルセル�スクーター�� �21
�
【電気自動車】
e-Let's�� �38
�
【ハイブリッド自動車】
スペーシア　X�� �73
ハスラー　X�� �74
ワゴン R　FZ�� �74
ソリオ�ハイブリッド　MZ�� �75
�

■お問い合わせは、お客様相談室　フリーダイヤル　0120-402-253
�
�
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ダイハツ工業株式会社

【ハイブリッド自動車】
アルティス［DAA-AVV50N-DEXNB］�� �56
メビウス［DAA-ZVW41N-BXXEB］�� �56
�

■お問い合わせは、お客様相談室　フリーコール　0800-500-0182
�
�

有限会社タケオカ自動車工芸

【電気自動車】
T-10�� �33
ミリュー R�� �34
Downtown�Girl�� �39
ルーキー�� �39

■お問い合わせは、TEL　076-429-2381
�
��

テスラモーターズ

【電気自動車】
モデル�S�70D�� �22
モデル�S�85D�� �22
モデル�S�P85D�� �23
モデル S�� �23
��

■お問い合わせは、TEL　03-6890-7700

テラモーターズ株式会社

【電気自動車】
A4000i�� �39
�

■お問い合わせは、お客様相談室　TEL　03-6674-9558
�
�

株式会社東京アールアンドデー

【電気自動車】
いすゞ自動車・エルフ（改）�� �27
いすゞ自動車・エルフ（改）�� �27
いすゞ自動車・エルガミオ（改）�� �29
いすゞ自動車・エルガミオ（改）�� �29
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日野自動車・ポンチョ（改）�� �30
三菱ふそうトラック・バス - ローザ（改）�� �30

■お問い合わせは、株式会社東京アールアンドデー　統合営業本部
 TEL　046-227-1101　　FAX　046-227-1105
�
�

トヨタ自動車株式会社

【燃料電池自動車】
トヨタMIRAI［ZBA-JPD10］�� �20
トヨタ　FC　BUS�� �20
�
【ハイブリッド自動車】
CT200h［DAA-ZWA10］�� �57
GS300h［DAA-AWL10］�� �57
GS450h［DAA-GWL10］�� �57
HS250h［DAA-ANF10］�� �58
IS300h［DAA-AVE30］�� �58
LS600h［DAA-UVF45］�� �59
NX300h［DAA-AYZ10］�� �59
RC300h［DAA-AVC10］�� �59
RX450h［DAA-GYL20W］�� �60
SAI［DAA-AZK10］�� �60
アルファード［DAA-AYH30W］�� �61
エスティマハイブリッド［DAA-AHR20W］�� �61
カムリ［DAA-AVV50］�� �61
クラウン　アスリート［DAA-AWS210］�� �62
クラウン　マジェスタ［DAA-GWS214］�� �62
クラウン　ロイヤル［DAA-AWS210］�� �63
ハリアー［DAA-AVU65W］�� �63
プリウス�α［DAA-ZVW41W］�� �63
プリウス［DAA-ZVW30］�� �64
ヴェルファイア［DAA-AYH30W］�� �64
アクア［DAA-NHP10］�� �75
エスクァイア［DAA-ZWR80G］�� �75
カローラ　アクシオ［DAA-NKE165］�� �76
カローラ　フィールダー［DAA-NKE165G］�� �76
ノア［DAA-ZWR80G］�� �77
ヴォクシー［DAA-ZWR80G］�� �77
シエンタ［DAA-NHP170G］�� �77
ダイナ／トヨエースハイブリッド［TSG-XKU710］�� �80
ダイナ／トヨエースハイブリッド［TSG-XKC605］�� �82
�
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【プラグインハイブリッド自動車】
プリウス　PHV［DLA-ZVW35］�� �86
�

【低燃費かつ低排出ガス認定自動車（ディーゼル重量車）】
ダイナ／トヨエース�カーゴ［TKG-XZC605］�� �106
ダイナ／トヨエース�カーゴ［TKG-XZU775］�� �107

■お問い合わせは、お客様相談センター　全国フリーコール　0800-700-7700
�
�

トヨタ車体株式会社

【電気自動車】
COMS（コムス）�� �34
�

■お問い合わせは、特装営業室　EV 営業グループ　TEL　0566-36-7612
�
�

ニコル・オートモビルズ合同会社

【クリーンディーゼル自動車（乗用車）】
BMW�ALPINA�XD3�BITURBO�� �90
BMW�ALPINA�D3�BITURBO�� �90
BMW�ALPINA�D4�BITURBO�COUPE�� �91
BMW�ALPINA�D5�TURBO�� �91
�

■お問い合わせは、フリーダイヤル　0120-866-250
�
�

日産自動車株式会社

【電気自動車】
日産リーフ　X（駆動用バッテリー容量�30kWh）［ZAA-AZE0］�� �23
日産リーフ�アンシャンテ�助手席回転シート（駆動用バッテリー容量�30kWh）［ZAA-AZE0］�� �24
日産リーフ�ドライビングヘルパー（駆動用バッテリー容量�30kWh）［ZAA-AZE0］�� �24
e-NV200　ワゴン［ZAA-ME0］�� �25
e-NV200　バン［ZAB-VME0］�� �27
�

【ハイブリッド自動車】
スカイライン　350GT�HYBRID［DAA-HV37］�� �65
エクストレイル 20X�HYBRID　エマージェンシーブレーキパッケージ［DAA-HNT32］�� �65
シーマ［DAA-HGY51］�� �65
セレナ　20X［DAA-HC26］�� �66
セレナ�チェアキャブ�ハイウェイスター�S-HYBRID［DAA-HFC26］�� �66
フーガ　HYBRID［DAA-HY51］�� �67
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セレナ�アンシャンテ�ハイウェイスター�S-HYBRID［DAA-HC26］�� �78
NT450�アトラス　ハイブリッド　�［TSG-FEB7X］�� �81
�

【クリーンディーゼル自動車（乗用車）】
エクストレイル 20GT�S（6MT）［LDA-DNT31］�� �91
エクストレイル 20GT�S（6AT）［LDA-DNT31］�� �92
NV350�キャラバンチェアキャブ（2WD）［LDF-CS4E26�改］�� �92
NV350�キャラバンチェアキャブ（4WD）［LDF-CS8E26�改］�� �93
�

【低燃費かつ低排出ガス認定自動車（ディーゼル重量車）】
アトラス�F24［TKG-SZ2F24］�� �107
NT450�アトラス　平ボディ［TPG-FBA5W］�� �107
アトラス F�24　ドライバン［TKG-SZ2F24］�� �111
NT450�アトラス　�ドライバン［TKG-FEA5W］�� �111
�

■お問い合わせは、日産自動車（株）お客さま相談室　TEL　0120-315-232
�
�

ビー・エム・ダブリュー株式会社

【電気自動車】
BMW�i3�� �25
BMW�i3（レンジ ･エクステンダー装備車）�� �25
�

【ハイブリッド自動車】
BMW�ActiveHybrid�3�� �67
BMW�ActiveHybrid�5（Luxury）�� �67
�

【プラグインハイブリッド自動車】
BMW�i8�� �87
�

【クリーンディーゼル自動車（乗用車）】
BMW�218d�アクティブ�ツアラー�� �93
BMW�218d�グラン�ツアラー�� �93
BMW�320d�ツーリング�� �94
BMW�523d�� �94
BMW�523d�ツーリング�� �95
BMW�320d�� �95
BMW�X3�xDrive20d�� �95
BMW�X5�xDrive35d�� �96
MINI�COOPER�D�CROSSOVER�� �96
MINI�COOPER�D�CROSSOVER�ALL4�� �97
MINI�COOPER�D�PACEMAN�� �97
MINI�COOPER�SD�CROSSOVER�� �97
�
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■お問い合わせは、MINI カスタマー・インタラクション・センター
 フリーダイヤル　0120-3298-14

 BMWi カスタマー・インタラクション・センター
 フリーダイヤル　0120-201-438

 BMW カスタマー・インタラクション・センター　
 フリーダイヤル　0120-269-437
�
�

日野自動車株式会社

【ハイブリッド自動車】
日野レンジャーハイブリッド［TQG-FC9JJAH］�� 81
日野デュトロハイブリッド［TSG-XKC605M］�� �82
日野セレガハイブリッド［QQG-RU1ASBR］�� �83
日野ブルーリボンハイブリッド［QSG-HL2ASAP］�� �84
�

【低燃費かつ低排出ガス認定自動車（ディーゼル重量車）】
日野レンジャー［TPG-FC7JLAA］�� �106
日野デュトロワイドカーゴ［TKG-XZU700M］�� �108
日野レンジャー　ワイドカーゴ［TKG-FD9JLAA］�� �108
日野プロフィア［QPG-FR1EXEG］�� �112
日野セレガ［QRG-RU1ESBA］�� �115
日野ブルーリボン［QKG-KV290N1］�� �115
日野ポンチョ［SKG-HX9JLBE］�� �116
�

■お問い合わせは、お客様相談窓口　フリーダイヤル　0120-106-558
 （受付時間：月～金 9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00 ※弊社の休日を除く）
�
�

富士重工業株式会社

【ハイブリッド自動車】
IMPREZA�SPORT�HYBRID�2.0i�EyeSight�� �68
IMPREZA�SPORT�HYBRID�2.0i-S�EyeSight�� �68
SUBARU�XV�HYBRID�2.0i�� �69
SUBARU�XV�HYBRID�2.0i�EyeSight�� �69
SUBARU�XV�HYBRID�2.0i-L　EyeSight�� �69
�

■お問い合わせは、SUBARU お客様センター　SUBARU コール　0120-052215
�
�
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株式会社フラットフィールド

【電気自動車】
ブルーリボンⅡEV／エルガEV�� �31
ポンチョ EV�� �31
メルファ EV�� �31
リエッセⅡEV�� �32
レインボーⅡEV／エルガミオEV�� �32
�

【天然ガス自動車】
フラットフィールドCNG�ハイエースバンバイフューエル［CBF-TRH200V�改］�� �51
フラットフィールドCNG�コースター［NBG-BZB50�改］�� �53
フラットフィールドCNG�メルファ［SDG-RR7J�改］�� �53
フラットフィールドCNG�リエッセⅡ［NBG-BZB50M�改］�� �53
フラットフィールドCNG�シビリアン［ABG-DHW41�改］�� �54
�

【プラグインハイブリッド自動車】
ポンチョ　プラグインハイブリッド�� �89

■お問い合わせは、株式会社フラットフィールド 
 営業部　TEL　046-220-5001　FAX　046-220-0671 
�
�

株式会社プロッツァ

【電気自動車】
Miletto�Li500（ミレット・エルアイゴヒャク）�� �40
�

■お問い合わせは、プロッツァ電気のりもの館　フリーダイヤル　0120-180-006
�
�

株式会社ベイズ

【電気自動車】
bycle�B1�� �40
bycle�C5�� �41
bycle�P3�� �41
�

■お問い合わせは、株式会社ベイズ　TEL　045-475-3411（代）
�
�

ポルシェジャパン株式会社

【プラグインハイブリッド自動車】
Cayenne�S�E-Hybrid�� �87
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Panamera�S�E-Hybrid�� �87
�

■お問い合わせは、ポルシェ カスタマーケアセンター　0120-846-911
�
�

本田技研工業株式会社

【ハイブリッド自動車】
CR-Z［DAA-ZF2］�� �70
アコードハイブリッド［DAA-CR6］�� �70
レジェンド�� �71
ヴェゼル�� �71
JADE�� �71
フィットハイブリッド［DAA-GP5］�� �78
フリードスパイクハイブリッド［DAA-GP3］�� �79
フリードハイブリッド［DAA-GP3］�� �79
SHUTTLE［DAA-GP7］�� �79
�

■お問い合わせは、燃料電池自動車：法人営業部　市場開発室　TEL　048-452-0328
 お客様相談センター　フリーダイヤル　0120-112010
�
�

株式会社マーチ

【電気自動車】
01CT�� �41
01CT��Light�� �42
SUPER�CARGO�� �42
�

■お問い合わせは、株式会社マーチ　TEL　0563-53-1818
�
�

マツダ株式会社

【天然ガス自動車】
タイタンCNG［TFG-LMR82ZAN］�� �49
�

【ハイブリッド自動車】
アクセラ　ハイブリッド�� �72
�

【クリーンディーゼル自動車（乗用車）】
CX-3�� �98
CX-5�� �98
アクセラ　スポーツ�� �99
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アテンザ　セダン�� �99
アテンザ　ワゴン�� �99
デミオ�� �100
�

【低燃費かつ低排出ガス認定自動車（ディーゼル重量車）】
マツダ　タイタン［TRG-LLR85AR］�� �109
�

■お問い合わせは、ブランド推進部　TEL　082-287-5699
�
�

三菱自動車工業株式会社

【電気自動車】
i-MiEV（アイ・ミーブ）�M�グレード�� �26
i-MiEV（アイ・ミーブ）�X�グレード�� �26
MINICAB-MiEV�TRUCK（ミニキャブ・ミーブ・トラック）10.5kWh�� �28
MINICAB-MiEV（ミニキャブ・ミーブ）CD�10.5kWh�� �28
MINICAB-MiEV（ミニキャブ・ミーブ）CD�16.0kWh�� �29
�

【プラグインハイブリッド自動車】
アウトランダー PHEV�� �88
�

【クリーンディーゼル自動車（乗用車）】
デリカD：5（D-Power�package）�� �100
デリカD：5（D-Premium）�� �101
デリカD：5（ROADEST�D-Power�package）�� �101
パジェロ（ショートボディ�VR- Ⅱ）�� �101
パジェロ（ロングボディ�EXCEED、GR）�� �102
パジェロ（ロングボディ�SUPER�EXCEED）�� �102
�

■お問い合わせは、三菱自動車工業（株）　お客様相談センター　0120-324-860
�
�

三菱ふそうトラック・バス株式会社

【ハイブリッド自動車】
キャンター�エコ�ハイブリッド［TQG-FEA53］�� �83

【低燃費かつ低排出ガス認定自動車（ディーゼル重量車）】
キャンター［TPG-FBA20］�� �109
スーパーグレートV［QPG-FU64VZ］�� �112
ファイター［TKG-FK64F］�� �113
エアロエース［QTG-MS96VP］�� �116
エアロスター［QKG-MP38F］�� �117



201

エアロミディー［TKG-MK27FH］�� �117
ローザ［TPG-BE640J］�� �117
�

■お問い合わせは、お客様相談センター　0120-324-230
�
�

メルセデス・ベンツ日本株式会社

【ハイブリッド自動車】
E�400�HYBRID�アバンギャルド�� �72
S�300�h�� �73
S�400�HYBRID�� �73
�

【プラグインハイブリッド自動車】
S�550�e�long�� �88
�

【クリーンディーゼル自動車（乗用車）】
C�220�d　アバンギャルド�� �103
E350�BlueTEC�アバンギャルド［LDA-212026C］�� �103
E350�BlueTEC�ステーションワゴン�アバンギャルド［LDA-212226C］�� �103
GLE�350�d�4MATIC［LDA-166024］�� �104
�

■お問い合わせは、メルセデスコール　0120-190-610
�
�

ヤマハ発動機株式会社

【電気自動車】
E-Vino�� �43
�

■お問い合わせは、お客様相談室　フリーダイヤル　0120-090-819
�
�

UD トラックス株式会社

【ハイブリッド自動車】
Kazet ハイブリッド［TQG-FEA53］�� �81
�

【低燃費かつ低排出ガス認定自動車（ディーゼル重量車）】
Kazet�SK�全低床�標準ボディー［TKG-FBA5YB］�� �109
Kazet�RK�ワイドキャブ［TKG-FED9YK］�� �113
Quon（クオン）�CD�ドライウイングバン　後軸エアサス［QKG-CD5ZA］�� �113
コンドル　アルミウイングバン［TKG-MK38L］�� �114
�

■お問い合わせは、UD トラックス株式会社　お客様相談室　TEL　0120-67-2301
�
�
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レスク株式会社

【電気自動車】
エコキャリー　キャノピー�� �35
エコキャリー　フロントラック�� �43
スカルピーナ�� �43
エコキャリー　スタンダード�� �46
�

■お問い合わせは、レスク株式会社　コールセンター　TEL　03-5422-8551
�
�




