
西暦 和暦

　キャンター 　ＡＣＧ－ＦＥ 　４Ｍ４２ '06.07～      H18.07～ OBD-II

　キャンター 　ＢＪＧ－ＦＥ 　４Ｍ４２ '09.04～      H21.04～ OBD-II

　キャンター 　ＢＫＧ－ＦＥ 　４Ｍ４２ '08.05～      H20.05～ OBD-II

　キャンター 　ＫＣ－ＦＥ 　４Ｄ３３ '96.01～      H08.01～ OBD-II

　キャンター 　ＫＫ－ＦＥ 　４Ｄ３３ '02.06～'07.07 H14.06～H19.07 OBD-II

　キャンター 　ＫＫ－ＦＥ 　４Ｍ５０ '02.06～'04.08 H14.06～H16.08 OBD-II

　キャンター 　ＫＫ－ＦＥ 　４Ｍ５１ '02.06～'04.08 H14.06～H16.08 OBD-II

　キャンター 　ＫＫ－ＦＦ 　４Ｍ５０ '02.06～'04.08 H14.06～H16.08 OBD-II

　キャンター 　ＫＫ－ＦＦ 　４Ｍ５１ '02.06～'04.08 H14.06～H16.08 OBD-II

　キャンター 　ＫＫ－ＦＧ 　４Ｍ５１ '02.06～'04.08 H14.06～H16.08 OBD-II

　キャンター 　ＰＡ－ＦＢ 　４Ｍ４２ '04.09～'07.03 H16.09～H19.03 OBD-II

　キャンター 　ＰＡ－ＦＤ 　４Ｍ４２ '05.04～'07.03 H17.04～H19.03 OBD-II

　キャンター 　ＰＡ－ＦＥ 　４Ｍ４２ '04.02～'08.04 H16.02～H20.04 OBD-II

　キャンター 　ＰＡ－ＦＥ 　４Ｍ５０ '04.05～'08.04 H16.05～H20.04 OBD-II

　キャンター 　ＰＡ－ＦＦ 　４Ｍ５０ '04.09～'07.03 H16.09～H19.03 OBD-II

　キャンター 　ＰＡ－ＦＧ 　４Ｍ５０ '04.09～'07.07 H16.09～H19.07 OBD-II

　キャンター 　ＰＣＧ－ＦＥ 　４Ｍ４２ '07.01～      H19.01～ OBD-II

　キャンター 　ＰＤＧ－ＦＢ 　４Ｍ４２ '07.01～      H19.01～ OBD-II

　キャンター 　ＰＤＧ－ＦＤ 　４Ｍ４２ '07.01～      H19.01～ OBD-II

　キャンター 　ＰＤＧ－ＦＥ 　４Ｍ４２ '06.08～      H18.08～ OBD-II

　キャンター 　ＰＤＧ－ＦＥ 　４Ｍ５０ '06.08～      H18.08～ OBD-II

　キャンター 　ＰＤＧ－ＦＦ 　４Ｍ５０ '06.11～      H18.11～ OBD-II

　キャンター 　ＰＤＧ－ＦＧ 　４Ｍ５０ '07.05～      H19.05～ OBD-II

　キャンター 　ＳＫＧ－ＦＢ 　４Ｐ１０ '10.11～      H22.11～ OBD-II

　キャンター 　ＳＫＧ－ＦＤ 　４Ｐ１０ '12.05～      H24.05～ OBD-II

　キャンター 　ＳＫＧ－ＦＥ 　４Ｐ１０ '10.11～      H22.11～ OBD-II

　キャンター 　ＳＫＧ－ＦＧ 　４Ｐ１０ '12.05～      H24.05～ OBD-II

　キャンター 　ＴＫＧ－ＦＢ 　４Ｐ１０ '10.11～      H22.11～ OBD-II

　キャンター 　ＴＫＧ－ＦＥ 　４Ｐ１０ '10.11～      H22.11～ OBD-II

　キャンター 　ＴＰＧ－ＦＥ 　４Ｐ１０ '16.03～      H28.03～ OBD-II

　キャンター 　ＴＲＧ－ＦＥ 　４Ｐ１０ '16.03～      H28.03～ OBD-II

　キャンター 　ＴＲＧ－ＦＧ 　４Ｐ１０ '16.03～      H28.03～ OBD-II

　キャンター 　ＴＳＧ－ＦＥ 　４Ｐ１０ '12.05～      H24.05～ OBD-II

●三菱ふそう 対応車種(ver 2018.06)
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　ファイター 　ＬＤＧ－ＦＱ 　６Ｍ６０ '10.05～      H22.05～ OBD-II

　ファイター 　ＬＫＧ－ＦＫ 　６Ｍ６０ '10.05～      H22.05～ OBD-II

　ファイター 　ＫＫ－ＦＫ 　６Ｍ６１ '02.02～      H14.02～ OBD-II

　ファイター 　ＰＡ－ＦＫ 　４Ｍ５０ '04.03～'07.07 H16.03～H19.07 OBD-II

　ファイター 　ＰＡ－ＦＫ 　６Ｍ６０ '04.03～'07.07 H16.03～H19.07 OBD-II

　ファイター 　ＰＡ－ＦＬ 　６Ｍ６０ '04.03～'07.07 H16.03～H19.07 OBD-II

　ファイター 　ＰＤＧ－ＦＫ 　４Ｍ５０ '07.05～      H19.05～ OBD-II

　ファイター 　ＰＤＧ－ＦＫ 　６Ｍ６０ '06.11～      H18.11～ OBD-II

　ファイター 　ＰＤＧ－ＦＬ 　６Ｍ６０ '07.06～'09.04 H19.06～H21.04 OBD-II

　ファイター 　ＰＤＧ－ＦＭ 　６Ｍ６０ '07.06～'09.04 H19.06～H21.04 OBD-II

　ファイター 　ＰＤＧ－ＦＱ 　６Ｍ６０ '07.06～      H19.06～ OBD-II

　ファイター 　ＰＪ－ＦＫ 　６Ｍ６０ '04.06～'07.07 H16.06～H19.07 OBD-II

　ファイター 　ＰＪ－ＦＬ 　６Ｍ６０ '04.06～'07.07 H16.06～H19.07 OBD-II

　ファイター 　ＰＪ－ＦＭ 　６Ｍ６０ '04.06～'07.07 H16.06～H19.07 OBD-II

　ファイター 　ＰＪ－ＦＱ 　６Ｍ６０ '04.06～'07.07 H16.06～H19.07 OBD-II

　ファイター 　ＱＤＧ－ＦＱ 　６Ｍ６０ '12.04～      H24.04～ OBD-II

　ファイター 　ＱＫＧ－ＦＫ 　６Ｍ６０ '12.04～      H24.04～ OBD-II

　ファイター 　ＳＫＧ－ＦＫ 　６Ｍ６０ '10.05～      H22.05～ OBD-II

　ファイター 　ＴＫＧ－ＦＫ 　６Ｍ６０ '10.05～      H22.05～ OBD-II

　スーパーグレート 　ＢＤＧ－ＦＰ 　６Ｍ７０ '07.03～      H19.03～ OBD-II

　スーパーグレート 　ＢＤＧ－ＦＳ 　６Ｍ７０ '07.03～      H19.03～ OBD-II

　スーパーグレート 　ＢＤＧ－ＦＴ 　６Ｍ７０ '07.03～      H19.03～ OBD-II

　スーパーグレート 　ＢＤＧ－ＦＵ 　６Ｍ７０ '07.03～      H19.03～ OBD-II

　スーパーグレート 　ＢＤＧ－ＦＶ 　６Ｍ７０ '07.03～      H19.03～ OBD-II

　スーパーグレート 　ＢＤＧ－ＦＷ 　６Ｍ７０ '07.03～      H19.03～ OBD-II

　スーパーグレート 　ＢＤＧ－ＦＹ 　６Ｍ７０ '07.03～      H19.03～ OBD-II

　スーパーグレート 　ＢＫＧ－ＦＰ 　６Ｍ７０ '07.08～      H19.08～ OBD-II

　スーパーグレート 　ＢＫＧ－ＦＳ 　６Ｍ７０ '07.08～      H19.08～ OBD-II

　スーパーグレート 　ＢＫＧ－ＦＵ 　６Ｍ７０ '07.08～      H19.08～ OBD-II

　スーパーグレート 　ＢＫＧ－ＦＶ 　６Ｍ７０ '07.08～      H19.08～ OBD-II

　スーパーグレート 　ＫＬ－ＦＰ 　６Ｍ７０ '01.01～'03.08 H13.01～H15.08 OBD-II

　スーパーグレート 　ＫＬ－ＦＰ 　８ＤＣ１１ '01.01～'03.08 H13.01～H15.08 OBD-II

　スーパーグレート 　ＫＬ－ＦＰ 　８Ｍ２１ '01.01～'03.08 H13.01～H15.08 OBD-II
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　スーパーグレート 　ＫＬ－ＦＰ 　８Ｍ２２ '01.01～'03.08 H13.01～H15.08 OBD-II

　スーパーグレート 　ＫＬ－ＦＲ 　８Ｍ２１ '01.01～'03.08 H13.01～H15.08 OBD-II

　スーパーグレート 　ＫＬ－ＦＳ 　６Ｍ７０ '01.01～'03.08 H13.01～H15.08 OBD-II

　スーパーグレート 　ＫＬ－ＦＳ 　８ＤＣ１１ '01.01～'03.08 H13.01～H15.08 OBD-II

　スーパーグレート 　ＫＬ－ＦＳ 　８Ｍ２１ '01.01～'03.08 H13.01～H15.08 OBD-II

　スーパーグレート 　ＫＬ－ＦＴ 　６Ｍ７０ '01.01～'03.08 H13.01～H15.08 OBD-II

　スーパーグレート 　ＫＬ－ＦＴ 　８ＤＣ１１ '01.01～'03.08 H13.01～H15.08 OBD-II

　スーパーグレート 　ＫＬ－ＦＵ 　６Ｍ７０ '01.01～'03.08 H13.01～H15.08 OBD-II

　スーパーグレート 　ＫＬ－ＦＵ 　８ＤＣ１１ '01.01～'03.08 H13.01～H15.08 OBD-II

　スーパーグレート 　ＫＬ－ＦＵ 　８Ｍ２１ '01.01～'03.08 H13.01～H15.08 OBD-II

　スーパーグレート 　ＫＬ－ＦＶ 　６Ｍ２２ '01.01～'03.08 H13.01～H15.08 OBD-II

　スーパーグレート 　ＫＬ－ＦＶ 　６Ｍ７０ '01.01～'03.08 H13.01～H15.08 OBD-II

　スーパーグレート 　ＫＬ－ＦＶ 　８ＤＣ１１ '01.01～'03.08 H13.01～H15.08 OBD-II

　スーパーグレート 　ＫＬ－ＦＶ 　８Ｍ２１ '01.01～'03.08 H13.01～H15.08 OBD-II

　スーパーグレート 　ＫＬ－ＦＶ 　８Ｍ２２ '01.01～'03.08 H13.01～H15.08 OBD-II

　スーパーグレート 　ＫＬ－ＦＷ 　８Ｍ２１ '01.01～'03.08 H13.01～H15.08 OBD-II

　スーパーグレート 　ＫＬ－ＦＹ 　６Ｍ７０ '01.01～'03.08 H13.01～H15.08 OBD-II

　スーパーグレート 　ＫＬ－ＦＹ 　８ＤＣ１１ '01.01～'03.08 H13.01～H15.08 OBD-II

　スーパーグレート 　ＫＬ－ＦＹ 　８Ｍ２１ '01.01～'03.08 H13.01～H15.08 OBD-II

　スーパーグレート 　ＰＪ－ＦＰ 　６Ｍ７０ '03.09～'07.07 H15.09～H19.07 OBD-II

　スーパーグレート 　ＰＪ－ＦＲ 　６Ｍ７０ '03.09～'07.07 H15.09～H19.07 OBD-II

　スーパーグレート 　ＰＪ－ＦＳ 　６Ｍ７０ '03.09～'07.07 H15.09～H19.07 OBD-II

　スーパーグレート 　ＰＪ－ＦＴ 　６Ｍ７０ '03.09～'07.07 H15.09～H19.07 OBD-II

　スーパーグレート 　ＰＪ－ＦＵ 　６Ｍ７０ '03.09～'07.07 H15.09～H19.07 OBD-II

　スーパーグレート 　ＰＪ－ＦＶ 　６Ｍ７０ '03.09～'07.07 H15.09～H19.07 OBD-II

　スーパーグレート 　ＰＪ－ＦＷ 　６Ｍ７０ '03.09～'07.07 H15.09～H19.07 OBD-II

　スーパーグレート 　ＰＪ－ＦＹ 　６Ｍ７０ '03.09～'07.07 H15.09～H19.07 OBD-II

　スーパーグレート 　ＬＤＧ－ＦＰ 　６Ｒ１０ '10.01～      H22.01～ OBD-II

　スーパーグレート 　ＬＤＧ－ＦＳ 　６Ｒ１０ '10.01～      H22.01～ OBD-II

　スーパーグレート 　ＬＤＧ－ＦＵ 　６Ｒ１０ '10.01～      H22.01～ OBD-II

　スーパーグレート 　ＬＤＧ－ＦＶ 　６Ｒ１０ '10.01～      H22.01～ OBD-II

　スーパーグレート 　ＬＤＧ－ＦＹ 　６Ｒ１０ '10.01～      H22.01～ OBD-II

　スーパーグレート 　ＬＫＧ－ＦＰ 　６Ｒ１０ '10.01～      H22.01～ OBD-II
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　スーパーグレート 　ＬＫＧ－ＦＳ 　６Ｒ１０ '10.01～      H22.01～ OBD-II

　スーパーグレート 　ＬＫＧ－ＦＵ 　６Ｒ１０ '10.01～      H22.01～ OBD-II

　スーパーグレート 　ＬＫＧ－ＦＶ 　６Ｒ１０ '10.01～      H22.01～ OBD-II

　スーパーグレート 　ＬＫＧ－ＦＹ 　６Ｒ１０ '10.01～      H22.01～ OBD-II

　スーパーグレート 　ＱＤＧ－ＦＰ 　６Ｒ１０ '12.01～      H24.01～ OBD-II

　スーパーグレート 　ＱＤＧ－ＦＳ 　６Ｒ１０ '12.01～      H24.01～ OBD-II

　スーパーグレート 　ＱＤＧ－ＦＵ 　６Ｒ１０ '12.01～      H24.01～ OBD-II

　スーパーグレート 　ＱＤＧ－ＦＶ 　６Ｒ１０ '12.01～      H24.01～ OBD-II

　スーパーグレート 　ＱＤＧ－ＦＹ 　６Ｒ１０ '12.01～      H24.01～ OBD-II

　スーパーグレート 　ＱＫＧ－ＦＰ 　６Ｒ１０ '12.01～      H24.01～ OBD-II

　スーパーグレート 　ＱＫＧ－ＦＳ 　６Ｒ１０ '12.01～      H24.01～ OBD-II

　スーパーグレート 　ＱＫＧ－ＦＵ 　６Ｒ１０ '12.01～      H24.01～ OBD-II

　スーパーグレート 　ＱＫＧ－ＦＶ 　６Ｒ１０ '12.01～      H24.01～ OBD-II

　スーパーグレート 　ＱＫＧ－ＦＹ 　６Ｒ１０ '12.01～      H24.01～ OBD-II

　ザ・グレート 　ＫＣ－ＦＳ４１０ 　６Ｄ４０ '94.12～'96.04 H06.12～H08.04 三菱カプラ

　ザ・グレート 　ＫＣ－ＦＵ４１０ 　６Ｄ４０ '95.05～'96.04 H07.05～H08.04 三菱カプラ

　ローザ 　ＫＫ－ＢＥ 　４Ｄ３３ '01.05～'05.09 H13.05～H17.09 OBD-II

　ローザ 　ＫＫ－ＢＥ 　４Ｍ５０ '01.05～'05.09 H13.05～H17.09 OBD-II

　ローザ 　ＫＫ－ＢＧ 　４Ｍ５１ '01.05～'05.09 H13.05～H17.09 OBD-II

　ローザ 　ＰＡ－ＢＥ 　４Ｍ５０ '05.10～'07.03 H17.10～H19.03 OBD-II

　ローザ 　ＰＡ－ＢＧ 　４Ｍ５０ '05.10～'07.03 H17.10～H19.03 OBD-II

　ローザ 　ＰＤＧ－ＢＥ 　４Ｍ５０ '07.04～      H19.04～ OBD-II

　ローザ 　ＰＤＧ－ＢＧ 　４Ｍ５０ '07.04～      H19.04～ OBD-II

　ローザ 　ＳＫＧ－ＢＥ 　４Ｐ１０ '11.08～      H23.08～ OBD-II

　ローザ 　ＴＰＧ－ＢＥ 　４Ｐ１０ '12.04～      H24.04～ OBD-II

　エアロミディ 　ＫＫ－ＭＥ 　４Ｍ５０ '02.11～'04.12 H14.11～H16.12 OBD-II

　エアロミディ 　ＫＫ－ＭＪ 　６Ｍ６１ '02.11～'04.12 H14.11～H16.12 OBD-II

　エアロミディ 　ＫＫ－ＭＫ 　６Ｍ６０ '02.11～'04.12 H14.11～H16.12 OBD-II

　エアロミディ 　ＫＫ－ＭＫ 　６Ｍ６１ '02.11～'04.12 H14.11～H16.12 OBD-II

　エアロミディ 　ＰＡ－ＭＥ 　４Ｍ５０ '05.01～      H17.01～ OBD-II

　エアロミディ 　ＰＡ－ＭＫ 　６Ｍ６０ '05.01～      H17.01～ OBD-II

　エアロミディ 　ＰＡ－ＭＪ 　４Ｍ５０ '05.01～      H17.01～ OBD-II

　エアロミディＳ 　ＰＤＧ－ＡＪ 　６Ｍ６０ '08.01～      H20.01～ OBD-II
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　エアロミディＳ 　ＰＤＧ－ＡＲ 　６Ｍ６０ '08.01～      H20.01～ OBD-II

　エアロエース 　ＢＫＧ－ＭＳ 　６Ｍ７０ '07.08～      H19.08～ OBD-II

　エアロエース 　ＰＤＧ－ＭＭ 　６Ｍ６０ '07.08～      H19.08～ OBD-II

　エアロエース 　ＬＫＧ－ＭＳ 　６Ｒ１０ '14.01～      H26.01～ OBD-II

　エアロエース 　ＱＲＧ－ＭＳ 　６Ｒ１０ '14.01～      H26.01～ OBD-II

　エアロエース 　ＱＴＧ－ＭＳ 　６Ｒ１０ '14.01～      H26.01～ OBD-II

　エアロスター 　ＡＤＧ－２７３ 　ＭＤ９２ '05.06～      H17.06～ OBD-II

　エアロスター 　ＢＪＧ－ＭＰ 　４Ｍ５０ '07.09～      H19.09～ OBD-II

　エアロスター 　ＫＫ－ＭＭ 　６Ｍ６１ '00.05～'05.08 H12.05～H17.08 OBD-II

　エアロスター 　ＫＬ－ＭＰ 　６Ｍ７０ '00.05～'05.08 H12.05～H17.08 OBD-II

　エアロスター 　ＬＫＧ－ＭＰ 　６Ｍ６０ '10.05～      H22.05～ OBD-II

　エアロスター 　ＱＤＧ－ＭＰ 　６Ｍ６０ '12.07～      H24.07～ OBD-II

　エアロスター 　ＱＫＧ－ＭＰ 　６Ｍ６０ '12.07～      H24.07～ OBD-II

　エアロスター 　ＰＪ－ＭＰ 　６Ｍ７０ '04.03～'11.04 H16.03～H23.04 OBD-II

　エアロスター 　ＰＤＧ－ＲＡ２７３ 　ＭＤ９２ '06.06～      H18.06～ OBD-II

　エアロスター 　ＰＫＧ－ＡＰ 　ＭＤ９２ '07.10～      H19.10～ OBD-II

　エアロスター 　ＰＫＧ－ＭＰ 　ＭＤ９２ '07.10～      H19.10～ OBD-II

　エアロスター 　ＰＫＧ－ＡＡ２７４ 　ＭＤ９２ '06.06～      H18.06～ OBD-II

　エアロスター 　ＰＫＧ－ＲＡ２７４ 　ＭＤ９２ '06.06～      H18.06～ OBD-II

　エアロキング 　ＢＫＧ－ＭＵ 　６Ｍ７０ '08.04～      H20.04～ OBD-II

　エアロクイーン 　ＫＬ－ＭＳ 　８Ｍ２１ '00.05～      H12.05～ OBD-II

　エアロバス 　ＫＣ－ＭＳ８２９ 　８ＤＣ１１ '97.12～'98.09 H09.12～H10.09 三菱カプラ

　エアロバス 　ＫＫ－ＭＭ 　６Ｍ６０ '99.07～'04.12 H11.07～H16.12 OBD-II

　エアロバス 　ＰＡ－ＭＭ 　６Ｍ６０ '05.01～      H17.01～ OBD-II

　エアロバス 　ＰＪ－ＭＳ 　６Ｍ７０ '05.01～      H17.01～ OBD-II
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