
車種サイズ一覧表（国産車）

SSサイズ Sサイズ Mサイズ Lサイズ LLサイズ ３Lサイズ 特殊車

レクサス
SC HS LS LX
CT GS RX

IS NX
RC
LC

トヨタ
ピクシス iQ アリオン アイシス RAV4 アルファード ハイエーススーパーロング

イスト オーリス アベンシス ヴァンガード ハイエース
ヴィッツ カローラ各種 アバロン ウィッシュ ランドクルーザー
タンク サイ カムリ エスティマ ランドクルーザープラド
パッソ エクシード クラウン クルーガー レジアス
プラッツ プロボックス プリウス セルシオ レジアスエース
アクア シエンタ プリウスα センチュリー ハイラックスサーフ

スペイド マークX ノア ヴェルファイア
パッソセッテ マークXジオ ヴォクシー
ビスタ ラッシュ ハリアー
ファンカーゴ ミライ エスクァイア
プレミオ CH-R FJクルーザー
プログレ ヤリスクロス
ポルテ
ラクティス
86
bB
MR-S
ヤリス

ホンダ
N-ONE N-BOX インサイト CR-V NSX エリシオン
ライフ N-WGN インテグラ ヴェゼル エレメント ホライゾン
S660 CR-Z エアウェイブ アコード オデッセイ ラグレイト
Z S2000 シビック インスパイア クロスロード
ビート アクティ フィット エディックス ステップワゴン

ストリート パートナー フリード ジェイド
バモス グレイス レジェンド アコードワゴン
ゼスト モビリオ ストリーム
ザッツ フィットシャトル

ニッサン
ピノ ノート ラティオ GT-R R35 GT-R エルグランド
モコ マーチ フェアレディZ スカイライン シーマ キャラバン
オッティ クリッパー ジューク デュアリス フーガ

ルークス キックス ティアナ プレジデント
キューブ ウィングロード ムラーノ
ティーダ テクティス セレナ
ブルーバード ステージア プレサージュ
リーフ NV200
ラシーン エクストレイル

ラフェスタ

スバル
R1 ステラ BRZ レガシィB4 エクシーガ
R2 サンバー インプレッサ レガシィツーリングワゴン トラヴィック
プレオ ドミンゴ アルシオーネ レヴォーグ フォレスター
ヴィヴィオ ルクラ トレジア XV レガシィアウトバック

WRX クロスオーバー7

ミツビシ
ミニカ タウンボックス ギャラン ランサーワゴン バジェロシュート パジェロ

トッポ パジェロイオ ジープ デグニティ デリカスペースギア
パジェロミニ ランサーエボリューション レグナム ブラウディア デリカD:5
ｉ(アイ) RVR リベロ デリカD:3 ストラーダ
ｅｋワゴン デリカD:2 シャリオグランディス チャレンジャー
コルト FTO アウトランダー
ミラージュ GTO エアトレック

アスパイア グランディス
コルトプラス
スタリオン
ディアマンテ

マツダ
キャロル スクラムワゴン アクセラ アテンザ CX-5

AZワゴン RX-8 CX-3 プレマシー
フレア マツダ3 アテンザワゴン CX-7
デミオ RX-7 マツダ6 CX-8
ベリーサ BR-Z CX30 MPV
ロードスター マツダ2 ビアンテ

スズキ
セルボ エブリィ ソリオ エクシード ランディ
アルト ハスラー SX4 クロスビー エスクード
ラパン ジムニー シボレーMW キザシ
カプチーノ パレット シボレークルーズ SX4 
ツイン ワゴンR XBEE

ジムニーシエラ
スイフト
スプラッシュ
Kei
MRワゴン
スペーシア

ダイハツ
エッセ アトレー クー アルティス
ソニカ タント トール メビウス
ミラ ウェイク ロッキー
オプティ ムーヴ
コペン ココア

ビーゴ
ブーン
キャスト

光岡
ライク ヒミコ ヌエラ オロチ

ビュート リョーガ ガリュー
リューギ


