
●ホンダ 対応車種(ver 2017.10)

西暦 和暦

　ＣＲ－Ｖ 　ＲＤ１ 　Ｂ２０Ｂ '95.10～'01.08 H07.10～H13.08 ホンダカプラ

　ＣＲ－Ｖ 　ＲＤ２ 　Ｂ２０Ｂ '98.12～'01.08 H10.12～H13.08 ホンダカプラ

　ＣＲ－Ｖ 　ＲＤ４ 　Ｋ２０Ａ '01.09～'04.08 H13.09～H16.08 OBD-II

　ＣＲ－Ｖ 　ＲＤ５ 　Ｋ２０Ａ '01.09～'04.08 H13.09～H16.08 OBD-II

　ＣＲ－Ｖ 　ＲＤ６ 　Ｋ２４Ａ '04.09～'06.09 H16.09～H18.09 OBD-II

　ＣＲ－Ｖ 　ＲＤ７ 　Ｋ２４Ａ '04.09～'06.09 H16.09～H18.09 OBD-II

　ＣＲ－Ｖ 　ＲＥ３ 　Ｋ２４Ａ '06.10～'11.11 H18.10～H23.11 OBD-II

　ＣＲ－Ｖ 　ＲＥ４ 　Ｋ２４Ａ '06.10～'11.11 H18.10～H23.11 OBD-II

　ＣＲ－Ｖ 　ＲＭ１ 　Ｒ２０Ａ '11.12～      H23.12～ OBD-II

　ＣＲ－Ｖ 　ＲＭ４ 　Ｋ２４Ａ '11.12～      H23.12～ OBD-II

　ＣＲ－Ｘデルソル 　ＥＧ１ 　Ｄ１５Ｂ '92.03～'95.09 H04.03～H07.09 ホンダカプラ

　ＣＲ－Ｘデルソル 　ＥＧ２ 　Ｂ１６Ａ '92.03～'98.12 H04.03～H10.12 ホンダカプラ

　ＣＲ－Ｘデルソル 　ＥＪ４ 　Ｄ１６Ａ '95.10～'98.12 H07.10～H10.12 ホンダカプラ

　ＣＲ－Ｚ 　ＺＦ１ 　ＬＥＡ '10.02～'12.08 H22.02～H24.08 OBD-II

　ＣＲ－Ｚ 　ＺＦ２ 　ＬＥＡ '12.09～      H24.09～ OBD-II

　ＨＲ－Ｖ 　ＧＨ１ 　Ｄ１６Ａ '98.09～'03.09 H10.09～H15.09 OBD-II

　ＨＲ－Ｖ 　ＧＨ２ 　Ｄ１６Ａ '98.09～'03.09 H10.09～H15.09 OBD-II

　ＨＲ－Ｖ 　ＧＨ３ 　Ｄ１６Ａ '99.07～'05.12 H11.07～H17.12 OBD-II

　ＨＲ－Ｖ 　ＧＨ４ 　Ｄ１６Ａ '99.07～'05.12 H11.07～H17.12 OBD-II

　ＭＤＸ 　ＹＤ１ 　Ｊ３５Ａ '03.03～'06.03 H15.03～H18.03 OBD-II

　Ｎ　ＢＯＸ 　ＪＦ１ 　Ｓ０７Ａ '11.12～      H23.12～ OBD-II

　Ｎ　ＢＯＸ 　ＪＦ２ 　Ｓ０７Ａ '11.12～      H23.12～ OBD-II

　Ｎ　ＢＯＸ＋ 　ＪＦ１ 　Ｓ０７Ａ '12.07～      H24.07～ OBD-II

　Ｎ　ＢＯＸ＋ 　ＪＦ２ 　Ｓ０７Ａ '11.12～      H23.12～ OBD-II

　Ｎ　ＢＯＸスラッシュ 　ＪＦ１ 　Ｓ０７Ａ '14.12～      H26.12～ OBD-II

　Ｎ　ＢＯＸスラッシュ 　ＪＦ２ 　Ｓ０７Ａ '14.12～      H26.12～ OBD-II

　Ｎ　ＯＮＥ 　ＪＧ１ 　Ｓ０７Ａ '12.11～      H24.11～ OBD-II

　Ｎ　ＯＮＥ 　ＪＧ２ 　Ｓ０７Ａ '12.11～      H24.11～ OBD-II

　Ｎ　ＷＧＮ 　ＪＨ１ 　Ｓ０７Ａ '13.11～      H25.11～ OBD-II

　Ｎ　ＷＧＮ 　ＪＨ２ 　Ｓ０７Ａ '13.11～      H25.11～ OBD-II

　ＮＳＸ 　ＮＡ１ 　Ｃ３０Ａ '95.03～'05.12 H07.03～H17.12 ホンダカプラ

　ＮＳＸ 　ＮＡ２ 　Ｃ３２Ｂ '97.02～'05.12 H09.02～H17.12 ホンダカプラ

　ＮＳＸ－Ｒ 　ＮＡ１ 　Ｃ３２Ｂ '02.05～'05.12 H14.05～H17.12 OBD-II

　Ｓ２０００ 　ＡＰ１ 　Ｆ２０Ｃ '99.04～'05.10 H11.04～H17.10 OBD-II

　Ｓ２０００ 　ＡＰ２ 　Ｆ２２Ｃ '05.11～'09.06 H17.11～H21.06 OBD-II

　Ｓ－ＭＸ 　ＲＨ１ 　Ｂ２０Ｂ '96.11～'02.01 H08.11～H14.01 ホンダカプラ

　Ｓ－ＭＸ 　ＲＨ２ 　Ｂ２０Ｂ '96.11～'02.01 H08.11～H14.01 ホンダカプラ

カプラタイプ車種名 車両型式 エンジン型式
対応年式



　Ｚ 　ＰＡ１ 　Ｅ０７Ｚ '98.10～'02.01 H10.10～H14.01 OBD-II

　アウ゛ァンシア 　ＴＡ１ 　Ｆ２３Ａ '99.09～'03.06 H11.09～H15.06 OBD-II

　アウ゛ァンシア 　ＴＡ２ 　Ｆ２３Ａ '99.09～'03.06 H11.09～H15.06 OBD-II

　アウ゛ァンシア 　ＴＡ３ 　Ｊ３０Ａ '99.09～'03.06 H11.09～H15.06 OBD-II

　アウ゛ァンシア 　ＴＡ４ 　Ｊ３０Ａ '00.02～'03.06 H12.02～H15.06 OBD-II

　アクティトラック 　ＨＡ３ 　Ｅ０７Ａ '94.01～'99.04 H06.01～H11.04 ホンダカプラ

　アクティトラック 　ＨＡ４ 　Ｅ０７Ａ '94.10～'99.04 H06.10～H11.04 ホンダカプラ

　アクティトラック 　ＨＡ６ 　Ｅ０７Ｚ '99.05～'09.11 H11.05～H21.11 OBD-II

　アクティトラック 　ＨＡ７ 　Ｅ０７Ｚ '99.05～'09.11 H11.05～H21.11 OBD-II

　アクティトラック 　ＨＡ８ 　Ｅ０７Ｚ '09.12～      H21.12～ OBD-II

　アクティトラック 　ＨＡ９ 　Ｅ０７Ｚ '09.12～      H21.12～ OBD-II

　アクティバン 　ＨＨ３ 　Ｅ０７Ａ '94.01～'99.05 H06.01～H11.05 ホンダカプラ

　アクティバン 　ＨＨ４ 　Ｅ０７Ａ '94.01～'99.05 H06.01～H11.05 ホンダカプラ

　アクティバン 　ＨＨ５ 　Ｅ０７Ｚ '99.06～      H11.06～ OBD-II

　アクティバン 　ＨＨ６ 　Ｅ０７Ｚ '99.06～      H11.06～ OBD-II

　アコード 　ＣＤ３ 　Ｆ１８Ｂ '93.05～'97.08 H05.05～H09.08 ホンダカプラ

　アコード 　ＣＤ４ 　Ｆ２０Ｂ '93.05～'97.08 H05.05～H09.08 ホンダカプラ

　アコード 　ＣＤ５ 　Ｆ２２Ｂ '93.05～'97.08 H05.05～H09.08 ホンダカプラ

　アコード 　ＣＤ６ 　Ｈ２２Ａ '93.05～'97.08 H05.05～H09.08 ホンダカプラ

　アコード 　ＣＦ３ 　Ｆ１８Ｂ '97.09～'02.09 H09.09～H14.09 OBD-II

　アコード 　ＣＦ４ 　Ｆ２０Ｂ '97.09～'02.09 H09.09～H14.09 OBD-II

　アコード 　ＣＦ５ 　Ｆ２０Ｂ '97.09～'02.09 H09.09～H14.09 OBD-II

　アコード 　ＣＬ１ 　Ｈ２２Ａ '00.06～'02.09 H12.06～H14.09 OBD-II

　アコード 　ＣＬ３ 　Ｆ２０Ｂ '00.06～'02.09 H12.06～H14.09 OBD-II

　アコード 　ＣＬ７ 　Ｋ２０Ａ '02.10～'08.11 H14.10～H20.11 OBD-II

　アコード 　ＣＬ８ 　Ｋ２０Ａ '02.10～'08.11 H14.10～H20.11 OBD-II

　アコード 　ＣＬ９ 　Ｋ２４Ａ '02.10～'08.11 H14.10～H20.11 OBD-II

　アコード 　ＣＵ１ 　Ｒ２０Ａ '11.02～'13.03 H23.02～H25.03 OBD-II

　アコード 　ＣＵ２ 　Ｋ２４Ａ '08.12～'13.03 H20.12～H25.03 OBD-II

　アコードクーペ 　ＣＤ７ 　Ｆ２２Ｂ '94.03～'97.08 H06.03～H09.08 ホンダカプラ

　アコードクーペ 　ＣＤ８ 　Ｈ２２Ａ '94.03～'97.08 H06.03～H09.08 ホンダカプラ

　アコードツアラー 　ＣＷ１ 　Ｒ２０Ａ '11.02～'13.03 H23.02～H25.03 OBD-II

　アコードツアラー 　ＣＷ２ 　Ｋ２４Ａ '08.12～'13.03 H20.12～H25.03 OBD-II

　アコードハイブリッド 　ＣＲ６ 　ＬＦＡ '13.06～      H25.06～ OBD-II

　アコードワゴン 　ＣＥ１ 　Ｆ２２Ｂ '94.03～'97.09 H06.03～H09.09 ホンダカプラ

　アコードワゴン 　ＣＦ２ 　Ｈ２２Ａ '96.09～'97.09 H08.09～H09.09 ホンダカプラ

　アコードワゴン 　ＣＦ６ 　Ｆ２３Ａ '97.10～'02.10 H09.10～H14.10 OBD-II

　アコードワゴン 　ＣＦ７ 　Ｆ２３Ａ '97.10～'02.10 H09.10～H14.10 OBD-II

　アコードワゴン 　ＣＨ２ 　Ｈ２３Ａ '01.05～'02.10 H13.05～H14.10 OBD-II



　アコードワゴン 　ＣＨ９ 　Ｈ２３Ａ '99.01～'02.10 H11.01～H14.10 OBD-II

　アコードワゴン 　ＣＬ２ 　Ｈ２３Ａ '00.06～'01.04 H12.06～H13.04 OBD-II

　アコードワゴン 　ＣＭ１ 　Ｋ２０Ａ '04.10～'08.12 H16.10～H20.12 OBD-II

　アコードワゴン 　ＣＭ２ 　Ｋ２４Ａ '02.11～'08.12 H14.11～H20.12 OBD-II

　アコードワゴン 　ＣＭ３ 　Ｋ２４Ａ '02.11～'08.12 H14.11～H20.12 OBD-II

　アスコット 　ＣＥ４ 　Ｇ２０Ａ '93.10～'97.08 H05.10～H09.08 ホンダカプラ

　アスコット 　ＣＥ５ 　Ｇ２５Ａ '93.10～'97.08 H05.10～H09.08 ホンダカプラ

　インサイト 　ＺＥ１ 　ＥＣＡ－ＭＦ２ '99.09～'06.06 H11.09～H18.06 OBD-II

　インサイト 　ＺＥ２ 　ＬＤＡ '09.02～'14.03 H21.02～H26.03 OBD-II

　インサイト 　ＺＥ３ 　ＬＥＡ '11.11～'14.03 H23.11～H26.03 OBD-II

　インスパイア 　ＣＰ３ 　Ｊ３５Ａ '07.12～'12.09 H19.12～H24.09 OBD-II

　インスパイア 　ＵＡ１ 　Ｇ２０Ａ '95.02～'98.09 H07.02～H10.09 ホンダカプラ

　インスパイア 　ＵＡ２ 　Ｇ２５Ａ '95.02～'98.09 H07.02～H10.09 ホンダカプラ

　インスパイア 　ＵＡ３ 　Ｃ３２Ａ '95.02～'98.09 H07.02～H10.09 ホンダカプラ

　インスパイア 　ＵＡ４ 　Ｊ２５Ａ '98.10～'03.05 H10.10～H15.05 OBD-II

　インスパイア 　ＵＡ５ 　Ｊ３２Ａ '98.10～'03.05 H10.10～H15.05 OBD-II

　インスパイア 　ＵＣ１ 　Ｊ３０Ａ '03.06～'07.11 H15.06～H19.11 OBD-II

　インテグラ 　ＤＡ６ 　Ｂ１６Ａ '91.10～'93.04 H03.10～H05.04 ホンダカプラ

　インテグラ 　ＤＣ１ 　ＺＣ '93.05～'01.06 H05.05～H13.06 ホンダカプラ

　インテグラ 　ＤＣ２ 　Ｂ１８Ｃ '93.05～'01.06 H05.05～H13.06 ホンダカプラ

　インテグラ 　ＤＣ５ 　Ｋ２０Ａ '01.07～'06.06 H13.07～H18.06 OBD-II

　インテグラＳＪ 　ＥＫ３ 　Ｄ１５Ｂ '96.03～'99.06 H08.03～H11.06 ホンダカプラ

　インテグラＳＪ 　ＥＫ３ 　Ｄ１５Ｂ（ＳＯＨＣ　ＶＴＥＣ） '99.07～'01.12 H11.07～H13.12 ホンダカプラ

　インテグラＳＪ 　ＥＫ３ 　Ｄ１５Ｂ（ＳＯＨＣ） '99.07～'01.12 H11.07～H13.12 OBD-II

　インテグラセダン 　ＤＡ８ 　Ｂ１６Ａ '91.10～'93.06 H03.10～H05.06 ホンダカプラ

　インテグラセダン 　ＤＢ１ 　Ｂ１６Ｂ '91.10～'93.06 H03.10～H05.06 ホンダカプラ

　インテグラセダン 　ＤＢ６ 　ＺＣ '93.07～'01.06 H05.07～H13.06 ホンダカプラ

　インテグラセダン 　ＤＢ７ 　Ｂ１８Ｂ '93.07～'95.08 H05.07～H07.08 ホンダカプラ

　インテグラセダン 　ＤＢ８ 　Ｂ１８Ｃ '93.07～'01.06 H05.07～H13.06 ホンダカプラ

　インテグラセダン 　ＤＢ９ 　ＺＣ '93.07～'01.06 H05.07～H13.06 ホンダカプラ

　インテグラタイプＲ 　ＤＣ２ 　Ｂ１８Ｃ '95.10～'01.06 H07.10～H13.06 ホンダカプラ

　インテグラタイプＲ 　ＤＣ５ 　Ｋ２０Ａ '01.07～'06.06 H13.07～H18.06 OBD-II

　インテグラタイプＲセダン 　ＤＢ８ 　Ｂ１８Ｃ '95.10～'01.06 H07.10～H13.06 ホンダカプラ

　ウ゛ェゼル 　ＲＵ１ 　Ｌ１５Ｂ '13.12～      H25.12～ OBD-II

　ウ゛ェゼル 　ＲＵ２ 　Ｌ１５Ｂ '13.12～      H25.12～ OBD-II

　ウ゛ェゼルハイブリッド 　ＲＵ３ 　Ｌ１５Ｂ '13.12～      H25.12～ OBD-II

　ウ゛ェゼルハイブリッド 　ＲＵ４ 　Ｌ１５Ｂ '13.12～      H25.12～ OBD-II

　エアウェイブ 　ＧＪ１ 　Ｌ１５Ａ '05.04～'10.08 H17.04～H22.08 OBD-II

　エアウェイブ 　ＧＪ２ 　Ｌ１５Ａ '05.04～'10.08 H17.04～H22.08 OBD-II



　エディックス 　ＢＥ１ 　Ｄ１７Ａ '04.07～'06.10 H16.07～H18.10 OBD-II

　エディックス 　ＢＥ２ 　Ｄ１７Ａ '04.07～'06.10 H16.07～H18.10 OBD-II

　エディックス 　ＢＥ３ 　Ｋ２０Ａ '04.07～'09.08 H16.07～H21.08 OBD-II

　エディックス 　ＢＥ４ 　Ｋ２０Ａ '04.07～'09.08 H16.07～H21.08 OBD-II

　エディックス 　ＢＥ８ 　Ｋ２４Ａ '06.11～'09.08 H18.11～H21.08 OBD-II

　エリシオン 　ＲＲ１ 　Ｋ２４Ａ '04.05～'13.10 H16.05～H25.10 OBD-II

　エリシオン 　ＲＲ２ 　Ｋ２４Ａ '04.05～'13.10 H16.05～H25.10 OBD-II

　エリシオン 　ＲＲ３ 　Ｊ３０Ａ '04.05～'10.10 H16.05～H22.10 OBD-II

　エリシオン 　ＲＲ４ 　Ｊ３０Ａ '04.05～'10.10 H16.05～H22.10 OBD-II

　エリシオン 　ＲＲ５ 　Ｊ３５Ａ '06.12～'13.10 H18.12～H25.10 OBD-II

　エリシオン 　ＲＲ６ 　Ｊ３５Ａ '06.12～'13.10 H18.12～H25.10 OBD-II

　エレメント 　ＹＨ２ 　Ｋ２４Ａ '03.04～'05.07 H15.04～H17.07 OBD-II

　オデッセイ 　ＲＡ１ 　Ｆ２２Ｂ '94.10～'97.07 H06.10～H09.07 ホンダカプラ

　オデッセイ 　ＲＡ２ 　Ｆ２２Ｂ '94.10～'97.07 H06.10～H09.07 ホンダカプラ

　オデッセイ 　ＲＡ３ 　Ｆ２３Ａ '97.08～'99.11 H09.08～H11.11 ホンダカプラ

　オデッセイ 　ＲＡ４ 　Ｆ２３Ａ '97.08～'99.11 H09.08～H11.11 ホンダカプラ

　オデッセイ 　ＲＡ５ 　Ｊ３０Ａ '97.08～'99.11 H09.08～H11.11 ホンダカプラ

　オデッセイ 　ＲＡ６ 　Ｆ２３Ａ '99.12～'03.09 H11.12～H15.09 OBD-II

　オデッセイ 　ＲＡ７ 　Ｆ２３Ａ '99.12～'03.09 H11.12～H15.09 OBD-II

　オデッセイ 　ＲＡ８ 　Ｊ３０Ａ '99.12～'03.09 H11.12～H15.09 OBD-II

　オデッセイ 　ＲＡ９ 　Ｊ３０Ａ '99.12～'03.09 H11.12～H15.09 OBD-II

　オデッセイ 　ＲＢ１ 　Ｋ２４Ａ '03.10～'08.09 H15.10～H20.09 OBD-II

　オデッセイ 　ＲＢ２ 　Ｋ２４Ａ '03.10～'08.09 H15.10～H20.09 OBD-II

　オデッセイ 　ＲＢ３ 　Ｋ２４Ａ '08.10～'13.10 H20.10～H25.10 OBD-II

　オデッセイ 　ＲＢ４ 　Ｋ２４Ａ '08.10～'13.10 H20.10～H25.10 OBD-II

　オデッセイ 　ＲＣ１ 　Ｋ２４Ｗ '13.11～      H25.11～ OBD-II

　オデッセイ 　ＲＣ２ 　Ｋ２４Ｗ '13.11～      H25.11～ OBD-II

　オデッセイハイブリッド 　ＲＣ４ 　ＬＦＡ '16.02～      H28.02～ OBD-II

　オルティア 　ＥＬ１ 　Ｂ１８Ｂ '96.03～'99.05 H08.03～H11.05 ホンダカプラ

　オルティア 　ＥＬ２ 　Ｂ２０Ｂ '96.03～'02.01 H08.03～H14.01 ホンダカプラ

　オルティア 　ＥＬ３ 　Ｂ２０Ｂ '96.03～'02.01 H08.03～H14.01 ホンダカプラ

　キャパ 　ＧＡ４ 　Ｄ１５Ｂ '98.04～'02.01 H10.04～H14.01 ホンダカプラ

　キャパ 　ＧＡ６ 　Ｄ１５Ｂ '99.09～'02.01 H11.09～H14.01 ホンダカプラ

　グレイス 　ＧＭ６ 　Ｌ１５Ｂ '14.12～      H26.12～ OBD-II

　グレイス 　ＧＭ９ 　Ｌ１５Ｂ '14.12～      H26.12～ OBD-II

　グレイスハイブリッド 　ＧＭ４ 　Ｌ１５Ｂ '14.12～      H26.12～ OBD-II

　クロスロード 　ＲＴ１ 　Ｒ１８Ａ '07.02～'10.08 H19.02～H22.08 OBD-II

　クロスロード 　ＲＴ２ 　Ｒ１８Ａ '07.02～'10.08 H19.02～H22.08 OBD-II

　クロスロード 　ＲＴ３ 　Ｒ２０Ａ '07.02～'10.08 H19.02～H22.08 OBD-II



　クロスロード 　ＲＴ４ 　Ｒ２０Ａ '07.02～'10.08 H19.02～H22.08 OBD-II

　ザッツ 　ＪＤ１ 　Ｅ０７Ｚ '02.02～'07.06 H14.02～H19.06 OBD-II

　ザッツ 　ＪＤ２ 　Ｅ０７Ｚ '02.02～'07.06 H14.02～H19.06 OBD-II

　ジェイド 　ＲＵ１ 　Ｌ１５Ｂ '15.02～'14.03 H27.02～H26.03 OBD-II

　ジェイドハイブリッド 　ＦＲ４ 　Ｌ１５Ｂ '15.02～      H27.02～ OBD-II

　シビック 　ＥＧ４ 　Ｄ１５Ｂ '91.09～'95.08 H03.09～H07.08 ホンダカプラ

　シビック 　ＥＧ６ 　Ｂ１６Ａ '91.09～'95.08 H03.09～H07.08 ホンダカプラ

　シビック 　ＥＫ２ 　Ｄ１３Ｂ '95.09～'97.07 H07.09～H09.07 ホンダカプラ

　シビック 　ＥＫ３ 　Ｄ１５Ｂ '95.09～'99.06 H07.09～H11.06 ホンダカプラ

　シビック 　ＥＫ３ 　Ｄ１５Ｂ（ＳＯＨＣ　３－ＶＴＥＣ） '99.07～'00.08 H11.07～H12.08 ホンダカプラ

　シビック 　ＥＫ３ 　Ｄ１５Ｂ（ＳＯＨＣ） '99.07～'00.08 H11.07～H12.08 OBD-II

　シビック 　ＥＫ４ 　Ｂ１６Ａ '95.09～'00.08 H07.09～H12.08 ホンダカプラ

　シビック 　ＥＵ１ 　Ｄ１５Ｂ '00.09～'03.08 H12.09～H15.08 OBD-II

　シビック 　ＥＵ２ 　Ｄ１５Ｂ '00.09～'03.08 H12.09～H15.08 OBD-II

　シビック 　ＥＵ３ 　Ｄ１７Ａ '00.09～'05.08 H12.09～H17.08 OBD-II

　シビック 　ＥＵ４ 　Ｄ１７Ａ '00.09～'05.08 H12.09～H17.08 OBD-II

　シビックハイブリッド 　ＥＳ９ 　ＬＤＡ '01.12～'05.08 H13.12～H17.08 OBD-II

　シビックハイブリッド 　ＦＤ３ 　ＬＤＡ－ＭＦ５ '05.09～'10.12 H17.09～H22.12 OBD-II

　シビッククーペ 　ＥＪ１ 　Ｄ１６Ａ '93.02～'95.12 H05.02～H07.12 ホンダカプラ

　シビッククーペ 　ＥＪ７ 　Ｄ１６Ａ '96.01～'98.12 H08.01～H10.12 ホンダカプラ

　シビックセダン 　ＦＤ１ 　Ｒ１８Ａ '05.09～'10.08 H17.09～H22.08 OBD-II

　シビックセダン 　ＦＤ２ 　Ｋ２０Ａ '05.09～'10.08 H17.09～H22.08 OBD-II

　シビックタイプＲ 　ＥＫ９ 　Ｂ１６Ｂ '97.08～'01.11 H09.08～H13.11 ホンダカプラ

　シビックタイプＲ 　ＥＰ３ 　Ｋ２０Ａ '01.12～'05.08 H13.12～H17.08 OBD-II

　シビックタイプＲ 　ＦＤ２ 　Ｋ２０Ａ '07.03～'10.08 H19.03～H22.08 OBD-II

　シビックタイプＲユーロ 　ＦＮ２ 　Ｋ２０Ａ '09.11～'12.06 H21.11～H24.06 OBD-II

　シビックフェリオ 　ＥＧ８ 　Ｄ１５Ｂ '91.09～'95.08 H03.09～H07.08 ホンダカプラ

　シビックフェリオ 　ＥＧ９ 　Ｂ１６Ａ '91.09～'95.08 H03.09～H07.08 ホンダカプラ

　シビックフェリオ 　ＥＨ１ 　ＺＣ '91.09～'95.08 H03.09～H07.08 ホンダカプラ

　シビックフェリオ 　ＥＪ３ 　ＺＣ '93.09～'95.08 H05.09～H07.08 ホンダカプラ

　シビックフェリオ 　ＥＫ２ 　Ｄ１３Ｂ '95.09～'00.08 H07.09～H12.08 ホンダカプラ

　シビックフェリオ 　ＥＫ３ 　Ｄ１５Ｂ '95.09～'99.06 H07.09～H11.06 ホンダカプラ

　シビックフェリオ 　ＥＫ３ 　Ｄ１５Ｂ（ＳＯＨＣ　３－ＶＴＥＣ） '99.07～'00.08 H11.07～H12.08 ホンダカプラ

　シビックフェリオ 　ＥＫ３ 　Ｄ１５Ｂ（ＳＯＨＣ） '99.07～'00.08 H11.07～H12.08 OBD-II

　シビックフェリオ 　ＥＫ４ 　Ｂ１６Ａ '95.09～'00.08 H07.09～H12.08 ホンダカプラ

　シビックフェリオ 　ＥＫ５ 　Ｄ１６Ａ '95.09～'00.08 H07.09～H12.08 ホンダカプラ

　シビックフェリオ 　ＥＫ８ 　Ｄ１６Ａ '97.08～'98.08 H09.08～H10.08 ホンダカプラ

　シビックフェリオ 　ＥＳ１ 　Ｄ１５Ｂ '00.09～'05.08 H12.09～H17.08 OBD-II

　シビックフェリオ 　ＥＳ２ 　Ｄ１５Ｂ '00.09～'05.08 H12.09～H17.08 OBD-II



　シビックフェリオ 　ＥＳ３ 　Ｄ１７Ａ '00.09～'05.08 H12.09～H17.08 OBD-II

　シビックフェリオ 　ＥＴ２ 　Ｄ１７Ａ '03.09～'05.08 H15.09～H17.08 OBD-II

　シャトル 　ＧＫ８ 　Ｌ１５Ｂ '15.05～      H27.05～ OBD-II

　シャトル 　ＧＫ９ 　Ｌ１５Ｂ '15.05～      H27.05～ OBD-II

　シャトルハイブリッド 　ＧＰ７ 　ＬＥＢ '15.05～      H27.05～ OBD-II

　シャトルハイブリッド 　ＧＰ８ 　ＬＥＢ '15.05～      H27.05～ OBD-II

　ステップワゴン 　ＲＦ１ 　Ｂ２０Ｂ '96.05～'01.03 H08.05～H13.03 ホンダカプラ

　ステップワゴン 　ＲＦ２ 　Ｂ２０Ｂ '96.05～'01.03 H08.05～H13.03 ホンダカプラ

　ステップワゴン 　ＲＦ３ 　Ｋ２０Ａ '01.04～'05.04 H13.04～H17.04 OBD-II

　ステップワゴン 　ＲＦ４ 　Ｋ２０Ａ '01.04～'05.04 H13.04～H17.04 OBD-II

　ステップワゴン 　ＲＦ５ 　Ｋ２０Ａ '03.06～'05.04 H15.06～H17.04 OBD-II

　ステップワゴン 　ＲＦ６ 　Ｋ２０Ａ '03.06～'05.04 H15.06～H17.04 OBD-II

　ステップワゴン 　ＲＦ７ 　Ｋ２４Ａ '03.06～'05.04 H15.06～H17.04 OBD-II

　ステップワゴン 　ＲＦ８ 　Ｋ２４Ａ '03.06～'05.04 H15.06～H17.04 OBD-II

　ステップワゴン 　ＲＧ１ 　Ｋ２０Ａ '05.05～'09.09 H17.05～H21.09 OBD-II

　ステップワゴン 　ＲＧ２ 　Ｋ２０Ａ '05.05～'09.09 H17.05～H21.09 OBD-II

　ステップワゴン 　ＲＧ３ 　Ｋ２４Ａ '05.05～'09.09 H17.05～H21.09 OBD-II

　ステップワゴン 　ＲＧ４ 　Ｋ２４Ａ '05.05～'09.09 H17.05～H21.09 OBD-II

　ステップワゴン 　ＲＫ１ 　Ｒ２０Ａ '09.10～      H21.10～ OBD-II

　ステップワゴン 　ＲＫ２ 　Ｒ２０Ａ '09.10～      H21.10～ OBD-II

　ステップワゴン 　ＲＫ３ 　Ｒ２０Ａ '09.10～      H21.10～ OBD-II

　ステップワゴン 　ＲＫ４ 　Ｒ２０Ａ '09.10～      H21.10～ OBD-II

　ステップワゴン 　ＲＫ５ 　Ｒ２０Ａ '09.10～      H21.10～ OBD-II

　ステップワゴン 　ＲＫ６ 　Ｒ２０Ａ '09.10～      H21.10～ OBD-II

　ステップワゴン 　ＲＫ７ 　Ｒ２０Ａ '09.10～      H21.10～ OBD-II

　ステップワゴン 　ＲＰ１ 　Ｌ１５Ｂ '15.04～      H27.04～ OBD-II

　ステップワゴン 　ＲＰ２ 　Ｌ１５Ｂ '15.04～      H27.04～ OBD-II

　ステップワゴン 　ＲＰ３ 　Ｌ１５Ｂ '15.04～      H27.04～ OBD-II

　ステップワゴン 　ＲＰ４ 　Ｌ１５Ｂ '15.04～      H27.04～ OBD-II

　ストリート 　ＨＨ３ 　Ｅ０７Ａ '93.10～'98.09 H05.10～H10.09 ホンダカプラ

　ストリート 　ＨＨ４ 　Ｅ０７Ａ '93.10～'98.09 H05.10～H10.09 ホンダカプラ

　ストリーム 　ＲＮ１ 　Ｄ１７Ａ '00.10～'06.06 H12.10～H18.06 OBD-II

　ストリーム 　ＲＮ２ 　Ｄ１７Ａ '00.10～'06.06 H12.10～H18.06 OBD-II

　ストリーム 　ＲＮ３ 　Ｋ２０Ａ '00.10～'06.06 H12.10～H18.06 OBD-II

　ストリーム 　ＲＮ４ 　Ｋ２０Ａ '00.10～'06.06 H12.10～H18.06 OBD-II

　ストリーム 　ＲＮ５ 　Ｋ２０Ａ '04.10～'05.12 H16.10～H17.12 OBD-II

　ストリーム 　ＲＮ５ 　Ｋ２０Ｂ '03.09～'06.06 H15.09～H18.06 OBD-II

　ストリーム 　ＲＮ６ 　Ｒ１８Ａ '06.07～      H18.07～ OBD-II

　ストリーム 　ＲＮ７ 　Ｒ１８Ａ '06.07～      H18.07～ OBD-II



　ストリーム 　ＲＮ８ 　Ｒ２０Ａ '06.07～      H18.07～ OBD-II

　ストリーム 　ＲＮ９ 　Ｒ２０Ａ '06.07～      H18.07～ OBD-II

　セイバー 　ＵＡ１ 　Ｇ２０Ａ '95.02～'98.09 H07.02～H10.09 ホンダカプラ

　セイバー 　ＵＡ２ 　Ｇ２５Ａ '95.02～'98.09 H07.02～H10.09 ホンダカプラ

　セイバー 　ＵＡ３ 　Ｃ３２Ａ '95.02～'98.09 H07.02～H10.09 ホンダカプラ

　セイバー 　ＵＡ４ 　Ｊ２５Ａ '98.10～'03.06 H10.10～H15.06 OBD-II

　セイバー 　ＵＡ５ 　Ｊ３２Ａ '98.10～'03.06 H10.10～H15.06 OBD-II

　ゼスト 　ＪＥ１ 　Ｐ０７Ａ '06.02～      H18.02～ OBD-II

　ゼスト 　ＪＥ２ 　Ｐ０７Ａ '06.02～      H18.02～ OBD-II

　トゥデイ 　ＪＡ４ 　Ｅ０７Ａ '93.01～'98.09 H05.01～H10.09 ホンダカプラ

　トゥデイ 　ＪＡ５ 　Ｅ０７Ａ '93.01～'98.09 H05.01～H10.09 ホンダカプラ

　ドマーニ 　ＭＡ４ 　ＺＣ '92.11～'96.12 H04.11～H08.12 ホンダカプラ

　ドマーニ 　ＭＡ５ 　Ｂ１８Ｂ '92.11～'96.12 H04.11～H08.12 ホンダカプラ

　ドマーニ 　ＭＡ６ 　ＺＣ '92.11～'96.12 H04.11～H08.12 ホンダカプラ

　ドマーニ 　ＭＡ７ 　Ｄ１５Ｂ '94.02～'96.12 H06.02～H08.12 ホンダカプラ

　ドマーニ 　ＭＢ３ 　Ｄ１５Ｂ '97.01～'00.09 H09.01～H12.09 ホンダカプラ

　ドマーニ 　ＭＢ４ 　Ｄ１６Ａ '97.01～'00.09 H09.01～H12.09 ホンダカプラ

　ドマーニ 　ＭＢ５ 　Ｄ１６Ａ '97.01～'00.09 H09.01～H12.09 ホンダカプラ

　トルネオ 　ＣＦ３ 　Ｆ１８Ｂ '97.09～'02.10 H09.09～H14.10 OBD-II

　トルネオ 　ＣＦ４ 　Ｆ２０Ｂ '97.09～'02.10 H09.09～H14.10 OBD-II

　トルネオ 　ＣＦ５ 　Ｆ２０Ｂ '97.09～'02.10 H09.09～H14.10 OBD-II

　トルネオ 　ＣＬ１ 　Ｈ２２Ａ '00.06～'02.10 H12.06～H14.10 OBD-II

　トルネオ 　ＣＬ３ 　Ｆ２０Ｂ '00.06～'02.10 H12.06～H14.10 OBD-II

　パートナー 　ＥＹ６ 　Ｄ１３Ｂ '96.03～'06.02 H08.03～H18.02 ホンダカプラ

　パートナー 　ＥＹ７ 　Ｄ１５Ｂ '96.03～'06.02 H08.03～H18.02 ホンダカプラ

　パートナー 　ＥＹ８ 　Ｄ１６Ａ '96.03～'06.02 H08.03～H18.02 ホンダカプラ

　パートナー 　ＥＹ９ 　Ｄ１６Ａ '96.03～'99.05 H08.03～H11.05 ホンダカプラ

　パートナー 　ＧＪ３ 　Ｌ１５Ａ '06.03～'10.08 H18.03～H22.08 OBD-II

　パートナー 　ＧＪ４ 　Ｌ１５Ａ '06.03～'10.08 H18.03～H22.08 OBD-II

　バモス 　ＨＭ１ 　Ｅ０７Ｚ '99.06～      H11.06～ OBD-II

　バモス 　ＨＭ２ 　Ｅ０７Ｚ '99.06～      H11.06～ OBD-II

　バモスホビオ 　ＨＭ３ 　Ｅ０７Ｚ '03.04～      H15.04～ OBD-II

　バモスホビオ 　ＨＭ４ 　Ｅ０７Ｚ '03.04～      H15.04～ OBD-II

　バモスホビオバン 　ＨＪ１ 　Ｅ０７Ｚ '03.04～      H15.04～ OBD-II

　バモスホビオバン 　ＨＪ２ 　Ｅ０７Ｚ '03.04～      H15.04～ OBD-II

　フィット 　ＧＤ１ 　Ｌ１３Ａ '01.06～'07.09 H13.06～H19.09 OBD-II

　フィット 　ＧＤ２ 　Ｌ１３Ａ '01.06～'07.09 H13.06～H19.09 OBD-II

　フィット 　ＧＤ３ 　Ｌ１５Ａ '01.06～'07.09 H13.06～H19.09 OBD-II

　フィット 　ＧＤ４ 　Ｌ１５Ａ '01.06～'07.09 H13.06～H19.09 OBD-II



　フィット 　ＧＥ６ 　Ｌ１３Ａ '07.10～'13.08 H19.10～H25.08 OBD-II

　フィット 　ＧＥ７ 　Ｌ１３Ａ '07.10～'13.08 H19.10～H25.08 OBD-II

　フィット 　ＧＥ８ 　Ｌ１５Ａ '07.10～'13.08 H19.10～H25.08 OBD-II

　フィット 　ＧＥ９ 　Ｌ１５Ａ '07.10～'13.08 H19.10～H25.08 OBD-II

　フィット 　ＧＫ３ 　Ｌ１３Ｂ '13.09～      H25.09～ OBD-II

　フィット 　ＧＫ４ 　Ｌ１３Ｂ '13.09～      H25.09～ OBD-II

　フィット 　ＧＫ５ 　Ｌ１５Ｂ '13.09～      H25.09～ OBD-II

　フィット 　ＧＫ６ 　Ｌ１５Ｂ '13.09～      H25.09～ OBD-II

　フィットハイブリッド 　ＧＰ１ 　ＬＤＡ '10.10～'13.09 H22.10～H25.09 OBD-II

　フィットハイブリッド 　ＧＰ４ 　ＬＥＡ '12.05～'13.09 H24.05～H25.09 OBD-II

　フィットハイブリッド 　ＧＰ５ 　ＬＥＢ '13.09～      H25.09～ OBD-II

　フィットハイブリッド 　ＧＰ６ 　ＬＥＢ '13.09～      H25.09～ OBD-II

　フィットアリア 　ＧＤ６ 　Ｌ１３Ａ '02.12～'05.09 H14.12～H17.09 OBD-II

　フィットアリア 　ＧＤ７ 　Ｌ１３Ａ '02.12～'05.09 H14.12～H17.09 OBD-II

　フィットアリア 　ＧＤ８ 　Ｌ１５Ａ '02.12～'09.01 H14.12～H21.01 OBD-II

　フィットアリア 　ＧＤ９ 　Ｌ１５Ａ '02.12～'09.01 H14.12～H21.01 OBD-II

　フィットシャトル 　ＧＧ７ 　Ｌ１５Ａ '11.06～      H23.06～ OBD-II

　フィットシャトル 　ＧＧ８ 　Ｌ１５Ａ '11.06～      H23.06～ OBD-II

　フィットシャトルハイブリッド 　ＧＰ２ 　ＬＤＡ '11.06～      H23.06～ OBD-II

　フリード 　ＧＢ３ 　Ｌ１５Ａ '08.05～      H20.05～ OBD-II

　フリード 　ＧＢ４ 　Ｌ１５Ａ '08.05～      H20.05～ OBD-II

　フリードハイブリッド 　ＧＰ３ 　ＬＥＡ '11.10～      H23.10～ OBD-II

　フリードスパイク 　ＧＢ３ 　Ｌ１５Ａ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　フリードスパイク 　ＧＢ４ 　Ｌ１５Ａ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　フリードスパイクハイブリッド 　ＧＰ３ 　ＬＥＡ '11.10～      H23.10～ OBD-II

　フリード＋ 　ＧＢ５ 　Ｌ１５Ｂ '16.09～      H28.09～ OBD-II

　フリード＋ 　ＧＢ６ 　Ｌ１５Ｂ '16.09～      H28.09～ OBD-II

　フリード＋ハイブリッド 　ＧＢ７ 　ＬＥＢ '16.09～      H28.09～ OBD-II

　フリード＋ハイブリッド 　ＧＢ８ 　ＬＥＢ '16.09～      H28.09～ OBD-II

　プレリュード 　ＢＡ８ 　Ｆ２２Ｂ '91.09～'96.10 H03.09～H08.10 ホンダカプラ

　プレリュード 　ＢＡ９ 　Ｆ２２Ｂ '91.09～'96.10 H03.09～H08.10 ホンダカプラ

　プレリュード 　ＢＢ１ 　Ｈ２２Ａ '91.09～'96.10 H03.09～H08.10 ホンダカプラ

　プレリュード 　ＢＢ４ 　Ｈ２２Ａ '91.09～'96.10 H03.09～H08.10 ホンダカプラ

　プレリュード 　ＢＢ５ 　Ｆ２２Ｂ '96.11～'00.08 H08.11～H12.08 ホンダカプラ

　プレリュード 　ＢＢ６ 　Ｈ２２Ａ '96.11～'00.08 H08.11～H12.08 ホンダカプラ

　プレリュード 　ＢＢ７ 　Ｆ２２Ｂ '96.11～'00.08 H08.11～H12.08 ホンダカプラ

　プレリュード 　ＢＢ８ 　Ｈ２２Ａ '96.11～'00.08 H08.11～H12.08 ホンダカプラ

　モビリオ 　ＧＢ１ 　Ｌ１５Ａ '01.12～'08.04 H13.12～H20.04 OBD-II

　モビリオ 　ＧＢ２ 　Ｌ１５Ａ '01.12～'08.04 H13.12～H20.04 OBD-II



　モビリオスパイク 　ＧＫ１ 　Ｌ１５Ａ '02.09～'08.04 H14.09～H20.04 OBD-II

　モビリオスパイク 　ＧＫ２ 　Ｌ１５Ａ '02.09～'08.04 H14.09～H20.04 OBD-II

　ライフ 　ＪＡ４ 　Ｅ０７Ａ '97.04～'98.09 H09.04～H10.09 ホンダカプラ

　ライフ 　ＪＢ１ 　Ｅ０７Ｚ '98.10～'03.08 H10.10～H15.08 OBD-II

　ライフ 　ＪＢ２ 　Ｅ０７Ｚ '98.10～'03.08 H10.10～H15.08 OBD-II

　ライフ 　ＪＢ３ 　Ｅ０７Ｚ '98.10～'03.08 H10.10～H15.08 OBD-II

　ライフ 　ＪＢ４ 　Ｅ０７Ｚ '98.10～'03.08 H10.10～H15.08 OBD-II

　ライフ 　ＪＢ５ 　Ｐ０７Ａ '03.09～'08.10 H15.09～H20.10 OBD-II

　ライフ 　ＪＢ６ 　Ｐ０７Ａ '03.09～'05.09 H15.09～H17.09 OBD-II

　ライフ 　ＪＢ７ 　Ｐ０７Ａ '03.09～'08.10 H15.09～H20.10 OBD-II

　ライフ 　ＪＢ８ 　Ｐ０７Ａ '03.09～'08.10 H15.09～H20.10 OBD-II

　ライフ 　ＪＣ１ 　Ｐ０７Ａ '08.11～'14.03 H20.11～H26.03 OBD-II

　ライフ 　ＪＣ２ 　Ｐ０７Ａ '08.11～'14.03 H20.11～H26.03 OBD-II

　ラグレイト 　ＲＬ１ 　Ｊ３５Ａ '99.06～'04.02 H11.06～H16.02 OBD-II

　ラファーガ 　ＣＥ４ 　Ｇ２０Ａ '93.10～'97.08 H05.10～H09.08 ホンダカプラ

　ラファーガ 　ＣＥ５ 　Ｇ２５ '93.10～'97.08 H05.10～H09.08 ホンダカプラ

　レジェンド 　ＫＡ９ 　Ｃ３５Ａ '96.02～'04.09 H08.02～H16.09 ホンダカプラ

　レジェンド 　ＫＢ１ 　Ｊ３５Ａ '04.10～'08.08 H16.10～H20.08 OBD-II

　レジェンド 　ＫＢ２ 　Ｊ３７Ａ '08.09～'12.07 H20.09～H24.07 OBD-II

　ロゴ 　ＧＡ３ 　Ｄ１３Ｂ '96.10～'01.05 H08.10～H13.05 ホンダカプラ

　ロゴ 　ＧＡ５ 　Ｄ１３Ｂ '98.11～'01.05 H10.11～H13.05 ホンダカプラ


