
●主な適合純正品番： 90915-03004

ダイハツ 90915-10002-000 

ダイハツ 90915-10004 

トヨタ/日野 90915-10004   

●主な適合車輌型式(トヨタ)： 

MR2・MR2 車種/2000 EDT エンジン/3S-GTE 年式/89.12-99.08 

RAV4・RAV4 車種/2000 W 4WD ED エンジン/1AZ-FSE 年式/04.02-05.11 

RAV4・RAV4 車種/2000 W 4WD ED エンジン/1AZ-FSE 年式/00.05-03.08 

RAV4・RAV4 車種/2000 W 4WD ED エンジン/1AZ-FSE 年式/03.08-05.11 

RAV4・RAV4 車種/2400 W 4WD ED エンジン/2AZ-FE 年式/05.11- 

RAV4・RAV4 車種/2400 W ED エンジン/2AZ-FE 年式/05.11- 

Will VS・WiLL VS 車種/1800 ED エンジン/2ZZ-GE 年式/01.04-04.04 

アイシス・Isis 車種/2000 W 4WD ED エンジン/1AZ-FSE 年式/04.09-05.11 

アイシス・Isis 車種/2000 W 4WD ED エンジン/1AZ-FSE 年式/05.11- 

アイシス・Isis 車種/2000 W ED エンジン/1AZ-FSE 年式/04.09-05.11 

アイシス・Isis 車種/2000 W ED エンジン/1AZ-FSE 年式/05.11- 

アベンシス・AVENSIS 車種/2000 4WD ED エンジン/1AZ-FSE 年式/04.02- 

アベンシス・AVENSIS 車種/2000 4WD ED エンジン/1AZ-FSE 年式/03.07-04.02 

アベンシス・AVENSIS 車種/2000 ED エンジン/1AZ-FSE 年式/04.02- 

アベンシス・AVENSIS 車種/2000 ED エンジン/1AZ-FSE 年式/03.07-04.02 

アベンシス・AVENSIS 車種/2000 W 4WD ED エンジン/1AZ-FSE 年式/04.02- 

アベンシス・AVENSIS 車種/2000 W 4WD ED エンジン/1AZ-FSE 年式/03.07-04.02 

アベンシス・AVENSIS 車種/2000 W ED エンジン/1AZ-FSE 年式/04.02- 

アベンシス・AVENSIS 車種/2000 W ED エンジン/1AZ-FSE 年式/03.07-04.02 

アベンシス・AVENSIS 車種/2400 ED エンジン/2AZ-FSE 年式/05.09- 

アベンシス・AVENSIS 車種/2400 W ED エンジン/2AZ-FSE 年式/05.09- 

アリオン・ALLION 車種/2000 ED エンジン/1AZ-FSE 年式/04.12- 

アリオン・ALLION 車種/2000 ED エンジン/1AZ-FSE 年式/01.12-04.12 

アルファード・ALPHARD 車種/2400 W 4WD ED エンジン/2AZ-FXE 年式/04.02- 

アルファード・ALPHARD 車種/2400 W 4WD ED エンジン/2AZ-FE 年式/04.02-05.04 

アルファード・ALPHARD 車種/2400 W 4WD ED エンジン/2AZ-FE 年式/05.04- 

アルファード・ALPHARD 車種/2400 W 4WD ED エンジン/2AZ-FE 年式/02.05-04.02 

アルファード・ALPHARD 車種/2400 W 4WD ED エンジン/2AZ-FXE 年式/03.07- 

アルファード・ALPHARD 車種/2400 W ED エンジン/2AZ-FE 年式/04.02-05.04 

アルファード・ALPHARD 車種/2400 W ED エンジン/2AZ-FE 年式/05.04- 

アルファード・ALPHARD 車種/2400 W ED エンジン/2AZ-FE 年式/02.05-04.02 

アレックス・ALLEX 車種/1800 ED エンジン/2ZZ-GE 年式/01.01- 

イプサム・IPSUM 車種/2400 W 4WD ED エンジン/2AZ-FE 年式/04.01-05.08 

イプサム・IPSUM 車種/2400 W 4WD ED エンジン/2AZ-FE 年式/05.08- 

イプサム・IPSUM 車種/2400 W 4WD ED エンジン/2AZ-FE 年式/01.05-03.10 

イプサム・IPSUM 車種/2400 W 4WD ED エンジン/2AZ-FE 年式/03.10-04.01 

イプサム・IPSUM 車種/2400 W ED エンジン/2AZ-FE 年式/04.01-05.08 

イプサム・IPSUM 車種/2400 W ED エンジン/2AZ-FE 年式/05.08- 

イプサム・IPSUM 車種/2400 W ED エンジン/2AZ-FE 年式/01.05-03.10 

イプサム・IPSUM 車種/2400 W ED エンジン/2AZ-FE 年式/03.10-04.01 

ウィッシュ・WISH 車種/2000 W ED エンジン/1AZ-FSE 年式/04.02-05.09 

ウィッシュ・WISH 車種/2000 W ED エンジン/1AZ-FSE 年式/05.09- 

ウィッシュ・WISH 車種/2000 W ED エンジン/1AZ-FSE 年式/03.04-04.02 

ウ゛ォクシー・VOXY 車種/2000 W 4WD ED エンジン/1AZ-FSE 年式/04.08-05.08 

ウ゛ォクシー・VOXY 車種/2000 W 4WD ED エンジン/1AZ-FSE 年式/05.08- 

ウ゛ォクシー・VOXY 車種/2000 W 4WD ED エンジン/1AZ-FSE 年式/01.11-04.08 

ウ゛ォクシー・VOXY 車種/2000 W ED エンジン/1AZ-FSE 年式/04.08-05.08 

ウ゛ォクシー・VOXY 車種/2000 W ED エンジン/1AZ-FSE 年式/05.08- 

ウ゛ォクシー・VOXY 車種/2000 W ED エンジン/1AZ-FSE 年式/01.11-04.08 

ウ゛ォルツ・VOLTZ 車種/1800 ED エンジン/2ZZ-GE 年式/02.05-04.04 

エスティマ・ESTIMA 車種/2400 W 4WD ED エンジン/2AZ-FXE 年式/04.02-06.01 

エスティマ・ESTIMA 車種/2400 W 4WD ED エンジン/2AZ-FE 年式/04.02-06.01 

エスティマ・ESTIMA 車種/2400 W 4WD ED エンジン/2AZ-FE 年式/04.09-06.01 

エスティマ・ESTIMA 車種/2400 W 4WD ED エンジン/2AZ-FE 年式/06.01- 

エスティマ・ESTIMA 車種/2400 W 4WD ED エンジン/2AZ-FE 年式/00.01-01.04 

エスティマ・ESTIMA 車種/2400 W 4WD ED エンジン/2AZ-FE 年式/01.04-03.04 

エスティマ・ESTIMA 車種/2400 W 4WD ED エンジン/2AZ-FE 年式/03.05-06.01 

エスティマ・ESTIMA 車種/2400 W 4WD ED エンジン/2AZ-FXE 年式/01.05-06.01 

エスティマ・ESTIMA 車種/2400 W ED エンジン/2AZ-FE 年式/04.02-06.01 

エスティマ・ESTIMA 車種/2400 W ED エンジン/2AZ-FE 年式/04.09-06.01 

エスティマ・ESTIMA 車種/2400 W ED エンジン/2AZ-FE 年式/06.01- 

エスティマ・ESTIMA 車種/2400 W ED エンジン/2AZ-FE 年式/00.01-01.04 

エスティマ・ESTIMA 車種/2400 W ED エンジン/2AZ-FE 年式/01.04-03.04 

エスティマ・ESTIMA 車種/2400 W ED エンジン/2AZ-FE 年式/03.05-06.01 

オーパ・Opa 車種/2000 W ED エンジン/1AZ-FSE 年式/00.08-05.07 

ガイア・GAIA 車種/2000 W ED エンジン/1AZ-FSE 年式/01.04-04.07 

ガイア・GAIA 車種/2000 W ED エンジン/1AZ-FSE 年式/02.08-04.07 

カムリ・CAMRY 車種/2400 4WD ED エンジン/2AZ-FE 年式/04.07-06.01 

カムリ・CAMRY 車種/2400 4WD ED エンジン/2AZ-FE 年式/06.02- 

カムリ・CAMRY 車種/2400 4WD ED エンジン/2AZ-FE 年式/01.09-06.01 

カムリ・CAMRY 車種/2400 ED エンジン/2AZ-FE 年式/04.07-06.01 

カムリ・CAMRY 車種/2400 ED エンジン/2AZ-FE 年式/06.02- 

カムリ・CAMRY 車種/2400 ED エンジン/2AZ-FE 年式/01.09-06.01 

カリーナ・CARINA 車種/1600 ED エンジン/4A-GE 年式/96.08-98.08 

カリーナ・CARINA 車種/1600 ED エンジン/4A-GE 年式/98.08-01.12 



カルディナ・CALDINA 車種/2000 W 4WD ED エンジン/1AZ-FSE 年式/05.01- 

カルディナ・CALDINA 車種/2000 W 4WD ED エンジン/3S-GE 年式/99.08-02.08 

カルディナ・CALDINA 車種/2000 W 4WD ED エンジン/1AZ-FSE 年式/02.09-05.01 

カルディナ・CALDINA 車種/2000 W 4WD EDT エンジン/3S-GTE 年式/04.02- 

カルディナ・CALDINA 車種/2000 W 4WD EDT エンジン/3S-GTE 年式/97.08-99.08 

カルディナ・CALDINA 車種/2000 W 4WD EDT エンジン/3S-GTE 年式/99.08-02.08 

カルディナ・CALDINA 車種/2000 W 4WD EDT エンジン/3S-GTE 年式/02.09- 

カルディナ・CALDINA 車種/2000 W ED エンジン/1AZ-FSE 年式/05.01- 

カルディナ・CALDINA 車種/2000 W ED エンジン/1AZ-FSE 年式/02.09-05.01 

カローラ・COROLLA 車種/1600 ED エンジン/4A-GE 年式/97.04-98.04 

カローラ・COROLLA 車種/1600 ED エンジン/4A-GE 年式/98.04-00.08 

カローラ・COROLLA 車種/1600 W ED エンジン/4A-GE 年式/96.05-98.04 

カローラ・COROLLA 車種/1600 W ED エンジン/4A-GE 年式/98.04-00.08 

カローラ フィールダー・COROLLA FIELDER 車種/1800 ED エンジン/2ZZ-FE 年式/00.08- 

カローラ ランクス・COROLLA RUNX 車種/1800 ED エンジン/2ZZ-FE 年式/01.01- 

カローラ レビン・COROLLA LEVIN 車種/1600 ED エンジン/4A-GE 年式/95.05-98.04 

カローラ レビン・COROLLA LEVIN 車種/1600 ED エンジン/4A-GE 年式/98.04-00.08 

クルーガー・KLUGER 車種/2400 W 4WD ED エンジン/2AZ-FE 年式/04.02- 

クルーガー・KLUGER 車種/2400 W 4WD ED エンジン/2AZ-FE 年式/00.11-03.08 

クルーガー・KLUGER 車種/2400 W 4WD ED エンジン/2AZ-FE 年式/03.08- 

クルーガー・KLUGER 車種/2400 W ED エンジン/2AZ-FE 年式/04.02- 

クルーガー・KLUGER 車種/2400 W ED エンジン/2AZ-FE 年式/00.11-03.08 

クルーガー・KLUGER 車種/2400 W ED エンジン/2AZ-FE 年式/03.08- 

スプリンター・SPRINTER 車種/1600 ED エンジン/4A-GE 年式/97.04-98.04 

スプリンター・SPRINTER 車種/1600 ED エンジン/4A-GE 年式/98.04-00.08 

スプリンター カリブ・SPRINTER CARIB 車種/1600 W 4WD ED エンジン/4A-GE 年式/96.05-98.04 

スプリンター カリブ・SPRINTER CARIB 車種/1600 W 4WD ED エンジン/4A-GE 年式/98.04-02.07 

スプリンター トレノ・SPRINTER TRUENO 車種/1600 ED エンジン/4A-GE 年式/95.05-98.04 

スプリンター トレノ・SPRINTER TRUENO 車種/1600 ED エンジン/4A-GE 年式/98.04-00.08 

セリカ・CELICA 車種/1800 ED エンジン/2ZZ-FE 年式/99.08-00.08 

セリカ・CELICA 車種/1800 ED エンジン/2ZZ-FE 年式/00.08- 

セリカ・CELICA 車種/2000 4WD EDT エンジン/3S-GTE 年式/94.02-99.08 

ダイナ・トヨエース・DYNA/TOYOACE 車種/2000 TR エンジン/3Y 年式/96.10-99.05 

ダイナ・トヨエース・DYNA/TOYOACE 車種/2000 TR エンジン/3Y 年式/95.05-99.05 

ダイナ・トヨエース・DYNA/TOYOACE 車種/2000 TR エンジン/3Y 年式/99.05- 

タウンエース・TOWNACE 車種/1800 TR エンジン/2Y 年式/95.08-99.06 

タウンエース・TOWNACE 車種/1800 TR エンジン/2Y 年式/93.10-95.08 

タウンエース・TOWNACE 車種/1800 TR 4WD EI エンジン/7K-E 年式/99.06- 

タウンエース・TOWNACE 車種/1800 TR 4WD EI エンジン/7K-E 年式/02.08- 

タウンエース・TOWNACE 車種/1800 TR EI エンジン/7K-E 年式/99.06- 

タウンエース・TOWNACE 車種/1800 TR EI エンジン/7K-E 年式/02.08- 

タウンエース・TOWNACE 車種/1800 V エンジン/7K 年式/96.11-98.12 

タウンエース・TOWNACE 車種/1800 V エンジン/2Y-J 年式/95.08-96.10 

タウンエース・TOWNACE 車種/1800 V エンジン/2Y-J 年式/93.09-95.08 

タウンエース・TOWNACE 車種/1800 V EI エンジン/7K-E 年式/98.12- 

タウンエース・TOWNACE 車種/1800 V EI エンジン/7K-E 年式/02.08- 

タウンエース・TOWNACE 車種/1800 V EI エンジン/7K-E 年式/04.11- 

ナディア・NADIA 車種/2000 W 4WD ED エンジン/1AZ-FSE 年式/02.08-03.08 

ナディア・NADIA 車種/2000 W ED エンジン/1AZ-FSE 年式/01.04-03.08 

ノア・NOAH 車種/2000 W 4WD ED エンジン/1AZ-FSE 年式/04.08-05.08 

ノア・NOAH 車種/2000 W 4WD ED エンジン/1AZ-FSE 年式/05.08- 

ノア・NOAH 車種/2000 W 4WD ED エンジン/1AZ-FSE 年式/01.11-04.08 

ノア・NOAH 車種/2000 W ED エンジン/1AZ-FSE 年式/04.08-05.08 

ノア・NOAH 車種/2000 W ED エンジン/1AZ-FSE 年式/05.08- 

ノア・NOAH 車種/2000 W ED エンジン/1AZ-FSE 年式/01.11-04.08 

ハイラックス・HILUX 車種/2000 PU 4WD エンジン/3Y 年式/93.08-94.08 

ハイラックス・HILUX 車種/2000 PU 4WD EI エンジン/3Y-E 年式/94.08-97.08 

ハイラックス・HILUX 車種/2000 PU EI エンジン/3Y-E 年式/94.08-97.08 

ハリアー・HARRIER 車種/2400 W 4W ED エンジン/2AZ-FE 年式/04.01- 

ハリアー・HARRIER 車種/2400 W 4W ED エンジン/2AZ-FE 年式/03.02-04.01 

ハリアー・HARRIER 車種/2400 W 4WD ED エンジン/2AZ-FE 年式/00.11-03.02 

ハリアー・HARRIER 車種/2400 W ED エンジン/2AZ-FE 年式/04.01- 

ハリアー・HARRIER 車種/2400 W ED エンジン/2AZ-FE 年式/00.11-03.02 

ハリアー・HARRIER 車種/2400 W ED エンジン/2AZ-FE 年式/03.02-04.01 

ビスタ・VISTA 車種/2000 4WD ED エンジン/1AZ-FSE 年式/02.04-03.10 

ビスタ・VISTA 車種/2000 ED エンジン/1AZ-FSE 年式/01.08-03.10 

ビスタ アルデオ・VISTA ARDEO 車種/2000 W 4WD ED エンジン/1AZ-FSE 年式/02.04-03.10 

ビスタ アルデオ・VISTA ARDEO 車種/2000 W ED エンジン/1AZ-FSE 年式/01.08-03.10 

プレミオ・PREMIO 車種/2000 ED エンジン/1AZ-FSE 年式/04.12- 

プレミオ・PREMIO 車種/2000 ED エンジン/1AZ-FSE 年式/01.12-04.12 

ライトエース・LITEACE 車種/1800 TR エンジン/2Y 年式/95.08-99.06 

ライトエース・LITEACE 車種/1800 TR エンジン/2Y 年式/93.10-95.08 

ライトエース・LITEACE 車種/1800 TR 4WD EI エンジン/7K-E 年式/99.06- 

ライトエース・LITEACE 車種/1800 TR 4WD EI エンジン/7K-E 年式/02.08- 

ライトエース・LITEACE 車種/1800 TR EI エンジン/7K-E 年式/99.06- 

ライトエース・LITEACE 車種/1800 TR EI エンジン/7K-E 年式/02.08- 

ライトエース・LITEACE 車種/1800 V エンジン/7K 年式/96.11-98.12 

ライトエース・LITEACE 車種/1800 V EI エンジン/7K-E 年式/98.12- 

ライトエース・LITEACE 車種/1800 V EI エンジン/7K-E 年式/02.08- 

ライトエース・LITEACE 車種/1800 V EI エンジン/7K-E 年式/04.11-   



●適合車種： イプサム・WiLL・カローラ・ノア・ヴォルツ・アルファード・エスティマ・アリオン・ウィッシュ・ハリアー・ヴォクシー・アイシス・ノア等   

●主な適合車輌型式(ダイハツ)： 

アルティス・ALTIS 車種/2400 4WD ED エンジン/2AZ-FE 年式/04.02-06.02 

アルティス・ALTIS 車種/2400 4WD ED エンジン/2AZ-FE 年式/06.02- 

アルティス・ALTIS 車種/2400 4WD ED エンジン/2AZ-FE 年式/01.09-06.02 

アルティス・ALTIS 車種/2400 ED エンジン/2AZ-FE 年式/04.02-06.02 

アルティス・ALTIS 車種/2400 ED エンジン/2AZ-FE 年式/06.02- 

アルティス・ALTIS 車種/2400 ED エンジン/2AZ-FE 年式/01.09-06.02 

デルタワイド・DELTA WIDE 車種/1800 V エンジン/7K 年式/96.11-98.12 

デルタワイド・DELTA WIDE 車種/1800 V EI エンジン/7K-E 年式/98.12-   


