
G-scan TabはOBD-Ⅱカプラのみの車種対応となります。

西暦 和暦

　デュトロ 　ＡＢＧ－ＴＲＵ 　２ＴＲ－ＦＥ '07.05～      H19.05～ OBD-II

　デュトロ 　ＢＤＧ－ＸＺＵ 　Ｎ０４Ｃ '06.09～      H18.09～ OBD-II

　デュトロ 　ＢＪＧ－ＸＫＵ 　Ｎ０４Ｃ '07.12～      H19.12～ OBD-II

　デュトロ 　ＢＫＧ－ＸＺＵ 　Ｎ０４Ｃ '07.12～      H19.12～ OBD-II

　デュトロ 　ＧＥ－ＲＺＵ 　３ＲＺ－ＦＥ '00.05～'04.04 H12.05～H16.04 OBD-II

　デュトロ 　ＧＬ－ＲＺＵ 　３ＲＺ－ＦＥ '03.05～'04.04 H15.05～H16.04 OBD-II

　デュトロ 　ＧＬ－ＲＺＵ 　３ＲＺ－ＦＰＥ '03.05～'04.04 H15.05～H16.04 OBD-II

　デュトロ 　ＫＫ－ＸＺＵ 　Ｊ０５Ｃ '99.04～'04.11 H11.04～H16.11 OBD-II

　デュトロ 　ＫＫ－ＸＺＵ 　Ｓ０５Ｃ '99.04～'04.11 H11.04～H16.11 OBD-II

　デュトロ 　ＫＫ－ＸＺＵ 　Ｓ０５Ｄ '99.04～'04.11 H11.04～H16.11 OBD-II

　デュトロ 　ＬＤ－ＲＺＵ 　３ＲＺ－ＦＥ '04.06～      H16.06～ OBD-II

　デュトロ 　ＰＢ－ＸＺＵ 　Ｊ０５Ｄ '04.05～      H16.05～ OBD-II

　デュトロ 　ＰＢ－ＸＺＵ 　Ｎ０４Ｃ '04.05～      H16.05～ OBD-II

　デュトロ 　ＰＢ－ＸＺＵ 　Ｓ０５Ｄ '04.05～      H16.05～ OBD-II

　デュトロ 　ＰＤ－ＸＺＵ 　Ｎ０４Ｃ '03.08～      H15.08～ OBD-II

　デュトロ 　ＰＨ－ＸＺＵ 　Ｎ０４Ｃ '05.04～      H17.04～ OBD-II

　デュトロ 　ＳＤＧ－ＸＺＵ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　デュトロ 　ＳＪＧ－ＸＫＣ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　デュトロ 　ＳＪＧ－ＸＫＵ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　デュトロ 　ＳＫＧ－ＸＺＣ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　デュトロ 　ＳＫＧ－ＸＺＵ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　デュトロ 　ＳＱＧ－ＸＫＵ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　デュトロ 　ＴＤＧ－ＸＺＵ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　デュトロ 　ＴＫＧ－ＸＺＣ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　デュトロ 　ＴＫＧ－ＸＺＵ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　デュトロ 　ＴＱＧ－ＸＫＣ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　デュトロ 　ＴＱＧ－ＸＫＵ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　デュトロ 　ＴＳＧ－ＸＫＣ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　デュトロ 　ＴＳＧ－ＸＫＵ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　デュトロ 　ＴＰＧ－ＸＺＵ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　デュトロ 　ＶＦ－ＸＫＵ 　Ｎ０４Ｃ '03.08～      H15.08～ OBD-II

　レンジャー 　ＡＤＧ－ＦＣ 　Ｊ０５Ｄ '05.05～      H17.05～ OBD-II

　レンジャー 　ＡＤＧ－ＦＣ 　Ｊ０７Ｅ '05.05～      H17.05～ OBD-II

　レンジャー 　ＡＤＧ－ＦＤ 　Ｊ０７Ｅ '05.05～      H17.05～ OBD-II

　レンジャー 　ＡＤＧ－ＦＤ 　Ｊ０８Ｅ '05.05～      H17.05～ OBD-II

●日野対応車種(ver2019.07)

対応年式
カプラタイプ車種名 車両型式 エンジン型式
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　レンジャー 　ＡＤＧ－ＦＥ 　Ｊ０７Ｅ '05.05～      H17.05～ OBD-II

　レンジャー 　ＡＤＧ－ＦＥ 　Ｊ０８Ｅ '05.05～      H17.05～ OBD-II

　レンジャー 　ＡＤＧ－ＦＧ 　Ｊ０８Ｅ '05.05～      H17.05～ OBD-II

　レンジャー 　ＡＤＧ－ＦＪ 　Ｊ０７Ｅ '05.05～      H17.05～ OBD-II

　レンジャー 　ＡＤＧ－ＦＴ 　Ｊ０８Ｅ '05.05～      H17.05～ OBD-II

　レンジャー 　ＡＤＧ－ＦＸ 　Ｊ０７Ｅ '05.05～      H17.05～ OBD-II

　レンジャー 　ＡＤＧ－ＧＣ 　Ｊ０７Ｅ '05.05～      H17.05～ OBD-II

　レンジャー 　ＡＤＧ－ＧＤ 　Ｊ０７Ｅ '05.05～      H17.05～ OBD-II

　レンジャー 　ＡＤＧ－ＧＫ 　Ｊ０８Ｅ '05.05～      H17.05～ OBD-II

　レンジャー 　ＡＤＧ－ＧＸ 　Ｊ０７Ｅ '05.05～      H17.05～ OBD-II

　レンジャー 　ＢＤＧ－ＦＣ 　Ｊ０５Ｄ '06.04～      H18.04～ OBD-II

　レンジャー 　ＢＤＧ－ＦＣ 　Ｊ０７Ｅ '06.04～      H18.04～ OBD-II

　レンジャー 　ＢＤＧ－ＦＤ 　Ｊ０７Ｅ '06.04～      H18.04～ OBD-II

　レンジャー 　ＢＤＧ－ＦＤ 　Ｊ０８Ｅ '06.04～      H18.04～ OBD-II

　レンジャー 　ＢＤＧ－ＦＥ 　Ｊ０７Ｅ '06.04～      H18.04～ OBD-II

　レンジャー 　ＢＤＧ－ＦＥ 　Ｊ０８Ｅ '06.04～      H18.04～ OBD-II

　レンジャー 　ＢＤＧ－ＦＧ 　Ｊ０８Ｅ '06.04～      H18.04～ OBD-II

　レンジャー 　ＢＤＧ－ＦＪ 　Ｊ０７Ｅ '06.04～      H18.04～ OBD-II

　レンジャー 　ＢＤＧ－ＦＴ 　Ｊ０８Ｅ '06.11～      H18.11～ OBD-II

　レンジャー 　ＢＤＧ－ＦＸ 　Ｊ０７Ｅ '06.04～      H18.04～ OBD-II

　レンジャー 　ＢＤＧ－ＧＣ 　Ｊ０７Ｅ '06.04～      H18.04～ OBD-II

　レンジャー 　ＢＤＧ－ＧＤ 　Ｊ０７Ｅ '06.04～      H18.04～ OBD-II

　レンジャー 　ＢＤＧ－ＧＫ 　Ｊ０８Ｅ '06.04～      H18.04～ OBD-II

　レンジャー 　ＢＤＧ－ＧＸ 　Ｊ０７Ｅ '06.04～      H18.04～ OBD-II

　レンジャー 　ＢＪＧ－ＦＣ 　Ｊ０５Ｄ '08.01～      H20.01～ OBD-II

　レンジャー 　ＢＫＧ－ＦＣ 　Ｊ０７Ｅ '07.12～      H19.12～ OBD-II

　レンジャー 　ＢＫＧ－ＦＤ 　Ｊ０７Ｅ '07.12～      H19.12～ OBD-II

　レンジャー 　ＢＫＧ－ＧＣ 　Ｊ０７Ｅ '07.12～      H19.12～ OBD-II

　レンジャー 　ＢＫＧ－ＧＤ 　Ｊ０７Ｅ '07.12～      H19.12～ OBD-II

　レンジャー 　ＫＳ－ＦＥ 　Ｊ０７Ｅ '04.05～'05.09 H16.05～H17.09 OBD-II

　レンジャー 　ＫＳ－ＦＥ 　Ｊ０８Ｅ '04.05～'05.09 H16.05～H17.09 OBD-II

　レンジャー 　ＫＳ－ＦＧ 　Ｊ０８Ｅ '04.05～'05.09 H16.05～H17.09 OBD-II

　レンジャー 　ＫＳ－ＦＪ 　Ｊ０７Ｅ '04.05～'05.09 H16.05～H17.09 OBD-II

　レンジャー 　ＫＳ－ＧＫ 　Ｊ０８Ｅ '04.05～'05.09 H16.05～H17.09 OBD-II

　レンジャー 　ＬＤＧ－ＦＥ 　Ｊ０７Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II
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　レンジャー 　ＬＤＧ－ＦＧ 　Ｊ０８Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　レンジャー 　ＬＤＧ－ＦＪ 　Ｊ０７Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　レンジャー 　ＬＤＧ－ＦＴ 　Ｊ０８Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　レンジャー 　ＬＤＧ－ＧＫ 　Ｊ０８Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　レンジャー 　ＬＫＧ－ＦＣ 　Ｊ０５Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　レンジャー 　ＬＫＧ－ＦＣ 　Ｊ０７Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　レンジャー 　ＬＫＧ－ＦＣ 　Ｊ０８Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　レンジャー 　ＬＫＧ－ＦＥ 　Ｊ０７Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　レンジャー 　ＬＫＧ－ＦＪ 　Ｊ０７Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　レンジャー 　ＰＢ－ＦＣ 　Ｊ０５Ｄ '03.10～'05.10 H15.10～H17.10 OBD-II

　レンジャー 　ＰＢ－ＦＣ 　Ｊ０７Ｅ '03.10～'05.10 H15.10～H17.10 OBD-II

　レンジャー 　ＰＢ－ＦＤ 　Ｊ０７Ｅ '03.10～'05.10 H15.10～H17.10 OBD-II

　レンジャー 　ＰＢ－ＦＤ 　Ｊ０８Ｅ '03.10～'05.10 H15.10～H17.10 OBD-II

　レンジャー 　ＰＢ－ＦＴ 　Ｊ０８Ｅ '03.10～'05.10 H15.10～H17.10 OBD-II

　レンジャー 　ＰＢ－ＦＸ 　Ｊ０７Ｅ '03.10～'05.10 H15.10～H17.10 OBD-II

　レンジャー 　ＰＢ－ＧＣ 　Ｊ０７Ｅ '03.10～'05.10 H15.10～H17.10 OBD-II

　レンジャー 　ＰＢ－ＧＤ 　Ｊ０７Ｅ '03.10～'05.10 H15.10～H17.10 OBD-II

　レンジャー 　ＰＢ－ＧＸ 　Ｊ０７Ｅ '03.10～'05.10 H15.10～H17.10 OBD-II

　レンジャー 　ＰＫ－ＦＥ 　Ｊ０７Ｅ '04.05～'05.09 H16.05～H17.09 OBD-II

　レンジャー 　ＰＫ－ＦＥ 　Ｊ０８Ｅ '04.05～'05.09 H16.05～H17.09 OBD-II

　レンジャー 　ＰＫ－ＦＧ 　Ｊ０８Ｅ '04.05～'05.09 H16.05～H17.09 OBD-II

　レンジャー 　ＰＫ－ＦＪ 　Ｊ０７Ｅ '04.05～'05.09 H16.05～H17.09 OBD-II

　レンジャー 　ＰＫ－ＧＫ 　Ｊ０８Ｅ '04.05～'05.09 H16.05～H17.09 OBD-II

　レンジャー 　ＱＫＧ－ＦＥ 　Ｊ０５Ｅ '15.10～      H27.10～ OBD-II

　レンジャー 　ＱＫＧ－ＦＥ 　Ｊ０７Ｅ '15.10～      H27.10～ OBD-II

　レンジャー 　ＱＫＧ－ＦＪ 　Ｊ０５Ｅ '15.10～      H27.10～ OBD-II

　レンジャー 　ＱＫＧ－ＦＪ 　Ｊ０７Ｅ '15.10～      H27.10～ OBD-II

　レンジャー 　ＳＤＧ－ＦＣ 　Ｊ０５Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　レンジャー 　ＳＤＧ－ＦＣ 　Ｊ０７Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　レンジャー 　ＳＤＧ－ＦＤ 　Ｊ０７Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　レンジャー 　ＳＤＧ－ＦＸ 　Ｊ０７Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　レンジャー 　ＳＤＧ－ＧＣ 　Ｊ０７Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　レンジャー 　ＳＤＧ－ＧＤ 　Ｊ０７Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　レンジャー 　ＳＤＧ－ＧＸ 　Ｊ０７Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　レンジャー 　ＳＪＧ－ＦＣ 　Ｊ０５Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II
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　レンジャー 　ＳＫＧ－ＦＣ 　Ｊ０５Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　レンジャー 　ＳＫＧ－ＦＣ 　Ｊ０７Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　レンジャー 　ＳＫＧ－ＦＤ 　Ｊ０５Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　レンジャー 　ＳＫＧ－ＦＤ 　Ｊ０７Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　レンジャー 　ＳＫＧ－ＧＣ 　Ｊ０５Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　レンジャー 　ＳＫＧ－ＧＣ 　Ｊ０７Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　レンジャー 　ＳＫＧ－ＧＤ 　Ｊ０５Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　レンジャー 　ＳＫＧ－ＧＤ 　Ｊ０７Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　レンジャー 　ＴＫＧ－ＦＣ 　Ｊ０５Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　レンジャー 　ＴＫＧ－ＦＣ 　Ｊ０７Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　レンジャー 　ＴＫＧ－ＦＤ 　Ｊ０５Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　レンジャー 　ＴＫＧ－ＦＤ 　Ｊ０７Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　レンジャー 　ＴＫＧ－ＧＣ 　Ｊ０５Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　レンジャー 　ＴＫＧ－ＧＣ 　Ｊ０７Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　レンジャー 　ＴＫＧ－ＧＤ 　Ｊ０５Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　レンジャー 　ＴＫＧ－ＧＤ 　Ｊ０７Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　レンジャー 　ＴＱＧ－ＦＣ 　Ｊ０５Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　レンジャー 　ＴＱＧ－ＦＣ 　Ｊ０７Ｅ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　レンジャープロ 　ＫＫ－ＦＣ 　Ｊ０７Ｃ '01.12～      H13.12～ OBD-II

　レンジャープロ 　ＫＫ－ＦＣ 　Ｊ０８Ｃ（Ｊ－４／５） '01.12～      H13.12～ OBD-II

　レンジャープロ 　ＫＫ－ＦＣ 　Ｊ０８Ｃ（ＪＴ－４／５） '01.12～      H13.12～ OBD-II

　レンジャープロ 　ＫＫ－ＦＤ 　Ｊ０８Ｃ（Ｊ－４／５） '01.12～      H13.12～ OBD-II

　レンジャープロ 　ＫＫ－ＦＤ 　Ｊ０８Ｃ（ＪＴ－４／５） '01.12～      H13.12～ OBD-II

　レンジャープロ 　ＫＫ－ＦＸ 　Ｊ０８Ｃ（Ｊ－４／５） '01.12～      H13.12～ OBD-II

　レンジャープロ 　ＫＫ－ＦＸ 　Ｊ０８Ｃ（ＪＴ－４／５） '01.12～      H13.12～ OBD-II

　レンジャープロ 　ＫＫ－ＧＣ 　Ｊ０８Ｃ（Ｊ－４／５） '01.12～      H13.12～ OBD-II

　レンジャープロ 　ＫＫ－ＧＣ 　Ｊ０８Ｃ（ＪＴ－４／５） '01.12～      H13.12～ OBD-II

　レンジャープロ 　ＫＫ－ＧＤ 　Ｊ０８Ｃ（Ｊ－４／５） '01.12～      H13.12～ OBD-II

　レンジャープロ 　ＫＫ－ＧＤ 　Ｊ０８Ｃ（ＪＴ－４／５） '01.12～      H13.12～ OBD-II

　レンジャープロ 　ＫＫ－ＧＸ 　Ｊ０８Ｃ（Ｊ－４／５） '01.12～      H13.12～ OBD-II

　レンジャープロ 　ＫＫ－ＧＸ 　Ｊ０８Ｃ（ＪＴ－４／５） '01.12～      H13.12～ OBD-II

　レンジャープロ 　ＫＬ－ＦＥ 　Ｊ０８Ｃ（Ｊ－４／５） '01.12～      H13.12～ OBD-II

　レンジャープロ 　ＫＬ－ＦＥ 　Ｊ０８Ｃ（ＪＴ－４／５） '01.12～      H13.12～ OBD-II

　レンジャープロ 　ＫＬ－ＦＧ 　Ｊ０８Ｃ（Ｊ－４／５） '01.12～      H13.12～ OBD-II

　レンジャープロ 　ＫＬ－ＦＧ 　Ｊ０８Ｃ（ＪＴ－４／５） '01.12～      H13.12～ OBD-II
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　レンジャープロ 　ＫＬ－ＦＪ 　Ｊ０８Ｃ（Ｊ－４／５） '01.12～      H13.12～ OBD-II

　レンジャープロ 　ＫＬ－ＦＪ 　Ｊ０８Ｃ（ＪＴ－４／５） '01.12～      H13.12～ OBD-II

　レンジャープロ 　ＫＬ－ＧＫ 　Ｊ０８Ｃ（Ｊ－４／５） '01.12～      H13.12～ OBD-II

　レンジャープロ 　ＫＬ－ＧＫ 　Ｊ０８Ｃ（ＪＴ－４／５） '01.12～      H13.12～ OBD-II

　プロフィア 　２ＤＧ－ＦＮ 　Ａ０９Ｃ '17.04～      H29.04～ OBD-II

　プロフィア 　２ＤＧ－ＦＱ 　Ａ０９Ｃ '17.04～      H29.04～ OBD-II

　プロフィア 　２ＤＧ－ＦＲ 　Ａ０９Ｃ '17.04～      H29.04～ OBD-II

　プロフィア 　２ＤＧ－ＦＲ 　Ｅ１３Ｃ '17.04～      H29.04～ OBD-II

　プロフィア 　２ＤＧ－ＦＳ 　Ａ０９Ｃ '17.04～      H29.04～ OBD-II

　プロフィア 　２ＤＧ－ＦＳ 　Ｅ１３Ｃ '17.04～      H29.04～ OBD-II

　プロフィア 　２ＤＧ－ＦＷ 　Ａ０９Ｃ '17.04～      H29.04～ OBD-II

　プロフィア 　２ＤＧ－ＦＷ 　Ｅ１３Ｃ '17.04～      H29.04～ OBD-II

　プロフィア 　２ＫＧ－ＦＮ 　Ａ０９Ｃ '17.04～      H29.04～ OBD-II

　プロフィア 　２ＫＧ－ＦＱ 　Ａ０９Ｃ '17.04～      H29.04～ OBD-II

　プロフィア 　２ＫＧ－ＦＲ 　Ａ０９Ｃ '17.04～      H29.04～ OBD-II

　プロフィア 　２ＫＧ－ＦＲ 　Ｅ１３Ｃ '17.04～      H29.04～ OBD-II

　プロフィア 　２ＫＧ－ＦＳ 　Ａ０９Ｃ '17.04～      H29.04～ OBD-II

　プロフィア 　２ＫＧ－ＦＳ 　Ｅ１３Ｃ '17.04～      H29.04～ OBD-II

　プロフィア 　２ＫＧ－ＦＷ 　Ａ０９Ｃ '17.04～      H29.04～ OBD-II

　プロフィア 　２ＫＧ－ＦＷ 　Ｅ１３Ｃ '17.04～      H29.04～ OBD-II

　プロフィア 　２ＲＧ－ＦＮ 　Ａ０９Ｃ '17.04～      H29.04～ OBD-II

　プロフィア 　２ＲＧ－ＦＱ 　Ａ０９Ｃ '17.04～      H29.04～ OBD-II

　プロフィア 　２ＲＧ－ＦＲ 　Ａ０９Ｃ '17.04～      H29.04～ OBD-II

　プロフィア 　２ＲＧ－ＦＲ 　Ｅ１３Ｃ '17.04～      H29.04～ OBD-II

　プロフィア 　２ＲＧ－ＦＳ 　Ａ０９Ｃ '17.04～      H29.04～ OBD-II

　プロフィア 　２ＲＧ－ＦＳ 　Ｅ１３Ｃ '17.04～      H29.04～ OBD-II

　プロフィア 　２ＲＧ－ＦＷ 　Ａ０９Ｃ '17.04～      H29.04～ OBD-II

　プロフィア 　２ＲＧ－ＦＷ 　Ｅ１３Ｃ '17.04～      H29.04～ OBD-II

　プロフィア 　ＡＤＧ－ＦＮ 　Ｅ１３Ｃ '05.12～'07.02 H17.12～H19.02 OBD-II

　プロフィア 　ＡＤＧ－ＦＱ 　Ｅ１３Ｃ '05.12～'07.02 H17.12～H19.02 OBD-II

　プロフィア 　ＡＤＧ－ＦＲ 　Ｅ１３Ｃ '05.12～'07.02 H17.12～H19.02 OBD-II

　プロフィア 　ＡＤＧ－ＦＳ 　Ｅ１３Ｃ '05.12～'07.02 H17.12～H19.02 OBD-II

　プロフィア 　ＡＤＧ－ＦＷ 　Ｅ１３Ｃ '05.12～'07.02 H17.12～H19.02 OBD-II

　プロフィア 　ＡＤＧ－ＳＨ 　Ｅ１３Ｃ '06.01～'07.02 H18.01～H19.02 OBD-II

　プロフィア 　ＡＤＧ－ＳＳ 　Ｅ１３Ｃ '06.01～'07.02 H18.01～H19.02 OBD-II



G-scan TabはOBD-Ⅱカプラのみの車種対応となります。

西暦 和暦

●日野対応車種(ver2019.07)

対応年式
カプラタイプ車種名 車両型式 エンジン型式

　プロフィア 　ＢＤＧ－ＦＨ 　Ａ０９Ｃ '07.07～      H19.07～ OBD-II

　プロフィア 　ＢＤＧ－ＦＮ 　Ｅ１３Ｃ '07.03～      H19.03～ OBD-II

　プロフィア 　ＢＤＧ－ＦＱ 　Ｅ１３Ｃ '07.03～      H19.03～ OBD-II

　プロフィア 　ＢＤＧ－ＦＲ 　Ａ０９Ｃ '07.07～      H19.07～ OBD-II

　プロフィア 　ＢＤＧ－ＦＲ 　Ｅ１３Ｃ '07.03～      H19.03～ OBD-II

　プロフィア 　ＢＤＧ－ＦＳ 　Ａ０９Ｃ '07.07～      H19.07～ OBD-II

　プロフィア 　ＢＤＧ－ＦＳ 　Ｅ１３Ｃ '07.03～      H19.03～ OBD-II

　プロフィア 　ＢＤＧ－ＦＷ 　Ａ０９Ｃ '07.07～      H19.07～ OBD-II

　プロフィア 　ＢＤＧ－ＦＷ 　Ｅ１３Ｃ '07.03～      H19.03～ OBD-II

　プロフィア 　ＢＤＧ－ＧＮ 　Ａ０９Ｃ '07.07～      H19.07～ OBD-II

　プロフィア 　ＢＤＧ－ＰＲ 　Ａ０９Ｃ '07.07～      H19.07～ OBD-II

　プロフィア 　ＢＤＧ－ＳＨ 　Ａ０９Ｃ '07.07～      H19.07～ OBD-II

　プロフィア 　ＢＤＧ－ＳＨ 　Ｅ１３Ｃ '07.03～      H19.03～ OBD-II

　プロフィア 　ＢＤＧ－ＳＳ 　Ｅ１３Ｃ '07.03～      H19.03～ OBD-II

　プロフィア 　ＢＫＧ－ＦＮ 　Ａ０９Ｃ '07.07～      H19.07～ OBD-II

　プロフィア 　ＢＫＧ－ＦＲ 　Ａ０９Ｃ '07.07～      H19.07～ OBD-II

　プロフィア 　ＢＫＧ－ＦＲ 　Ｅ１３Ｃ '07.01～      H19.01～ OBD-II

　プロフィア 　ＢＫＧ－ＦＳ 　Ａ０９Ｃ '07.07～      H19.07～ OBD-II

　プロフィア 　ＢＫＧ－ＦＳ 　Ｅ１３Ｃ '07.03～      H19.03～ OBD-II

　プロフィア 　ＢＫＧ－ＦＷ 　Ａ０９Ｃ '07.07～      H19.07～ OBD-II

　プロフィア 　ＢＫＧ－ＦＷ 　Ｅ１３Ｃ '07.01～      H19.01～ OBD-II

　プロフィア 　ＢＫＧ－ＳＨ 　Ｅ１３Ｃ '07.03～      H19.03～ OBD-II

　プロフィア 　ＫＳ－ＦＨ 　Ｐ１１Ｃ '03.11～'07.02 H15.11～H19.02 OBD-II

　プロフィア 　ＫＳ－ＦＮ 　Ｅ１３Ｃ '03.11～'05.11 H15.11～H17.11 OBD-II

　プロフィア 　ＫＳ－ＦＮ 　Ｐ１１Ｃ '03.11～'07.02 H15.11～H19.02 OBD-II

　プロフィア 　ＫＳ－ＦＱ 　Ｅ１３Ｃ '03.11～'05.11 H15.11～H17.11 OBD-II

　プロフィア 　ＫＳ－ＦＲ 　Ｅ１３Ｃ '03.11～'05.11 H15.11～H17.11 OBD-II

　プロフィア 　ＫＳ－ＦＲ 　Ｐ１１Ｃ '03.11～'07.02 H15.11～H19.02 OBD-II

　プロフィア 　ＫＳ－ＦＳ 　Ｅ１３Ｃ '03.11～'05.11 H15.11～H17.11 OBD-II

　プロフィア 　ＫＳ－ＦＳ 　Ｐ１１Ｃ '03.11～'07.02 H15.11～H19.02 OBD-II

　プロフィア 　ＫＳ－ＦＷ 　Ｅ１３Ｃ '03.11～'05.11 H15.11～H17.11 OBD-II

　プロフィア 　ＫＳ－ＧＮ 　Ｐ１１Ｃ '03.11～'07.02 H15.11～H19.02 OBD-II

　プロフィア 　ＫＳ－ＳＨ 　Ｅ１３Ｃ '04.07～'05.12 H16.07～H17.12 OBD-II

　プロフィア 　ＫＳ－ＳＨ 　Ｐ１１Ｃ '04.07～'07.02 H16.07～H19.02 OBD-II

　プロフィア 　ＫＳ－ＳＳ 　Ｅ１３Ｃ '04.07～'05.12 H16.07～H17.12 OBD-II



G-scan TabはOBD-Ⅱカプラのみの車種対応となります。

西暦 和暦

●日野対応車種(ver2019.07)

対応年式
カプラタイプ車種名 車両型式 エンジン型式

　プロフィア 　ＰＫ－ＦＨ 　Ｐ１１Ｃ '03.11～'07.02 H15.11～H19.02 OBD-II

　プロフィア 　ＰＫ－ＦＮ 　Ｅ１３Ｃ '03.11～'05.11 H15.11～H17.11 OBD-II

　プロフィア 　ＰＫ－ＦＮ 　Ｐ１１Ｃ '03.11～'07.02 H15.11～H19.02 OBD-II

　プロフィア 　ＰＫ－ＦＱ 　Ｅ１３Ｃ '03.11～'05.11 H15.11～H17.11 OBD-II

　プロフィア 　ＰＫ－ＦＲ 　Ｅ１３Ｃ '03.11～'05.11 H15.11～H17.11 OBD-II

　プロフィア 　ＰＫ－ＦＲ 　Ｐ１１Ｃ '03.11～'07.02 H15.11～H19.02 OBD-II

　プロフィア 　ＰＫ－ＦＳ 　Ｅ１３Ｃ '03.11～'05.11 H15.11～H17.11 OBD-II

　プロフィア 　ＰＫ－ＦＳ 　Ｐ１１Ｃ '03.11～'07.02 H15.11～H19.02 OBD-II

　プロフィア 　ＰＫ－ＦＷ 　Ｅ１３Ｃ '03.11～'05.11 H15.11～H17.11 OBD-II

　プロフィア 　ＰＫ－ＦＷ 　Ｐ１１Ｃ '03.11～'07.07 H15.11～H19.07 OBD-II

　プロフィア 　ＰＫ－ＧＮ 　Ｐ１１Ｃ '03.11～'07.02 H15.11～H19.02 OBD-II

　プロフィア 　ＰＫ－ＳＨ 　Ｅ１３Ｃ '04.07～'05.12 H16.07～H17.12 OBD-II

　プロフィア 　ＰＫ－ＳＨ 　Ｐ１１Ｃ '04.07～'07.02 H16.07～H19.02 OBD-II

　プロフィア 　ＰＫ－ＳＳ 　Ｅ１３Ｃ '04.07～'05.12 H16.07～H17.12 OBD-II

　プロフィア 　ＬＤＧ－ＧＮ 　Ａ０９Ｃ '11.10～      H23.10～ OBD-II

　プロフィア 　ＬＤＧ－ＳＨ 　Ａ０９Ｃ '10.09～      H22.09～ OBD-II

　プロフィア 　ＬＤＧ－ＳＨ 　Ｅ１３Ｃ '10.09～      H22.09～ OBD-II

　プロフィア 　ＬＤＧ－ＳＳ 　Ｅ１３Ｃ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　プロフィア 　ＬＫＧ－ＦＨ 　Ａ０９Ｃ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　プロフィア 　ＬＫＧ－ＦＮ 　Ａ０９Ｃ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　プロフィア 　ＬＫＧ－ＦＮ 　Ｅ１３Ｃ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　プロフィア 　ＬＫＧ－ＦＱ 　Ａ０９Ｃ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　プロフィア 　ＬＫＧ－ＦＱ 　Ｅ１３Ｃ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　プロフィア 　ＬＫＧ－ＦＲ 　Ａ０９Ｃ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　プロフィア 　ＬＫＧ－ＦＲ 　Ｅ１３Ｃ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　プロフィア 　ＬＫＧ－ＦＳ 　Ａ０９Ｃ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　プロフィア 　ＬＫＧ－ＦＳ 　Ｅ１３Ｃ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　プロフィア 　ＬＫＧ－ＦＷ 　Ａ０９Ｃ '10.09～      H22.09～ OBD-II

　プロフィア 　ＬＫＧ－ＦＷ 　Ｅ１３Ｃ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　プロフィア 　ＬＫＧ－ＧＮ 　Ａ０９Ｃ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　プロフィア 　ＬＫＧ－ＳＨ 　Ｅ１３Ｃ '10.07～      H22.07～ OBD-II

　プロフィア 　ＱＫＧ－ＦＨ 　Ａ０９Ｃ '11.10～      H23.10～ OBD-II

　プロフィア 　ＱＫＧ－ＦＮ 　Ａ０９Ｃ '11.10～      H23.10～ OBD-II

　プロフィア 　ＱＫＧ－ＦＮ 　Ｅ１３Ｃ '11.10～      H23.10～ OBD-II

　プロフィア 　ＱＫＧ－ＦＱ 　Ａ０９Ｃ '11.10～      H23.10～ OBD-II



G-scan TabはOBD-Ⅱカプラのみの車種対応となります。

西暦 和暦

●日野対応車種(ver2019.07)

対応年式
カプラタイプ車種名 車両型式 エンジン型式

　プロフィア 　ＱＫＧ－ＦＱ 　Ｅ１３Ｃ '11.10～      H23.10～ OBD-II

　プロフィア 　ＱＫＧ－ＦＲ 　Ａ０９Ｃ '11.10～      H23.10～ OBD-II

　プロフィア 　ＱＫＧ－ＦＲ 　Ｅ１３Ｃ '11.10～      H23.10～ OBD-II

　プロフィア 　ＱＫＧ－ＦＳ 　Ａ０９Ｃ '11.10～      H23.10～ OBD-II

　プロフィア 　ＱＫＧ－ＦＳ 　Ｅ１３Ｃ '11.10～      H23.10～ OBD-II

　プロフィア 　ＱＫＧ－ＦＷ 　Ａ０９Ｃ '11.10～      H23.10～ OBD-II

　プロフィア 　ＱＫＧ－ＦＷ 　Ｅ１３Ｃ '11.10～      H23.10～ OBD-II

　プロフィア 　ＱＫＧ－ＧＮ 　Ａ０９Ｃ '11.10～      H23.10～ OBD-II

　プロフィア 　ＱＫＧ－ＳＨ 　Ａ０９Ｃ '11.10～      H23.10～ OBD-II

　プロフィア 　ＱＫＧ－ＳＨ 　Ｅ１３Ｃ '11.10～      H23.10～ OBD-II

　プロフィア 　ＱＫＧ－ＳＳ 　Ｅ１３Ｃ '11.10～      H23.10～ OBD-II

　プロフィア 　ＱＰＧ－ＦＨ 　Ａ０９Ｃ '14.04～      H26.04～ OBD-II

　プロフィア 　ＱＰＧ－ＦＮ 　Ａ０９Ｃ '14.04～      H26.04～ OBD-II

　プロフィア 　ＱＰＧ－ＦＮ 　Ｅ１３Ｃ '14.04～      H26.04～ OBD-II

　プロフィア 　ＱＰＧ－ＦＱ 　Ａ０９Ｃ '14.04～      H26.04～ OBD-II

　プロフィア 　ＱＰＧ－ＦＱ 　Ｅ１３Ｃ '14.04～      H26.04～ OBD-II

　プロフィア 　ＱＰＧ－ＦＲ 　Ａ０９Ｃ '14.04～      H26.04～ OBD-II

　プロフィア 　ＱＰＧ－ＦＲ 　Ｅ１３Ｃ '14.04～      H26.04～ OBD-II

　プロフィア 　ＱＰＧ－ＦＳ 　Ａ０９Ｃ '14.04～      H26.04～ OBD-II

　プロフィア 　ＱＰＧ－ＦＳ 　Ｅ１３Ｃ '14.04～      H26.04～ OBD-II

　プロフィア 　ＱＰＧ－ＦＷ 　Ａ０９Ｃ '14.04～      H26.04～ OBD-II

　プロフィア 　ＱＰＧ－ＦＷ 　Ｅ１３Ｃ '14.04～      H26.04～ OBD-II

　プロフィア 　ＱＰＧ－ＧＮ 　Ａ０９Ｃ '14.04～      H26.04～ OBD-II

　プロフィア 　ＱＰＧ－ＳＨ 　Ａ０９Ｃ '14.04～      H26.04～ OBD-II

　プロフィア 　ＱＰＧ－ＳＨ 　Ｅ１３Ｃ '14.04～      H26.04～ OBD-II

　プロフィア 　ＱＰＧ－ＳＳ 　Ｅ１３Ｃ '14.04～      H26.04～ OBD-II

　スーパードルフィンプロフィア 　ＫＬ－ＦＨ 　Ｋ１３Ｃ '00.01～      H12.01～ OBD-II

　スーパードルフィンプロフィア 　ＫＬ－ＦＨ 　Ｐ１１Ｃ '00.01～      H12.01～ OBD-II

　スーパードルフィンプロフィア 　ＫＬ－ＦＨ 　Ｆ２１Ｃ '00.01～      H12.01～ 日野カプラ

　スーパードルフィンプロフィア 　ＫＬ－ＦＮ 　Ｋ１３Ｃ '00.01～      H12.01～ OBD-II

　スーパードルフィンプロフィア 　ＫＬ－ＦＮ 　Ｐ１１Ｃ '00.01～      H12.01～ OBD-II

　スーパードルフィンプロフィア 　ＫＬ－ＦＮ 　Ｆ２１Ｃ '00.01～      H12.01～ 日野カプラ

　スーパードルフィンプロフィア 　ＫＬ－ＦＰ 　Ｋ１３Ｃ '00.01～      H12.01～ OBD-II

　スーパードルフィンプロフィア 　ＫＬ－ＦＰ 　Ｐ１１Ｃ '00.01～      H12.01～ OBD-II

　スーパードルフィンプロフィア 　ＫＬ－ＦＰ 　Ｆ２１Ｃ '00.01～      H12.01～ 日野カプラ



G-scan TabはOBD-Ⅱカプラのみの車種対応となります。

西暦 和暦

●日野対応車種(ver2019.07)

対応年式
カプラタイプ車種名 車両型式 エンジン型式

　スーパードルフィンプロフィア 　ＫＬ－ＦＱ 　Ｋ１３Ｃ '00.01～      H12.01～ OBD-II

　スーパードルフィンプロフィア 　ＫＬ－ＦＱ 　Ｐ１１Ｃ '00.01～      H12.01～ OBD-II

　スーパードルフィンプロフィア 　ＫＬ－ＦＱ 　Ｆ２１Ｃ '00.01～      H12.01～ 日野カプラ

　スーパードルフィンプロフィア 　ＫＬ－ＦＲ 　Ｋ１３Ｃ '00.01～      H12.01～ OBD-II

　スーパードルフィンプロフィア 　ＫＬ－ＦＲ 　Ｐ１１Ｃ '00.01～      H12.01～ OBD-II

　スーパードルフィンプロフィア 　ＫＬ－ＦＲ 　Ｆ２１Ｃ '00.01～      H12.01～ 日野カプラ

　スーパードルフィンプロフィア 　ＫＬ－ＦＳ 　Ｋ１３Ｃ '00.01～      H12.01～ OBD-II

　スーパードルフィンプロフィア 　ＫＬ－ＦＳ 　Ｐ１１Ｃ '00.01～      H12.01～ OBD-II

　スーパードルフィンプロフィア 　ＫＬ－ＦＳ 　Ｆ２１Ｃ '00.01～      H12.01～ 日野カプラ

　スーパードルフィンプロフィア 　ＫＬ－ＦＵ 　Ｋ１３Ｃ '00.01～      H12.01～ OBD-II

　スーパードルフィンプロフィア 　ＫＬ－ＦＵ 　Ｐ１１Ｃ '00.01～      H12.01～ OBD-II

　スーパードルフィンプロフィア 　ＫＬ－ＦＵ 　Ｆ２１Ｃ '00.01～      H12.01～ 日野カプラ

　スーパードルフィンプロフィア 　ＫＬ－ＦＷ 　Ｋ１３Ｃ '00.01～      H12.01～ OBD-II

　スーパードルフィンプロフィア 　ＫＬ－ＦＷ 　Ｐ１１Ｃ '00.01～      H12.01～ OBD-II

　スーパードルフィンプロフィア 　ＫＬ－ＦＷ 　Ｆ２１Ｃ '00.01～      H12.01～ 日野カプラ

　スーパードルフィンプロフィア 　ＫＬ－ＦＺ 　Ｋ１３Ｃ '00.01～      H12.01～ OBD-II

　スーパードルフィンプロフィア 　ＫＬ－ＦＺ 　Ｐ１１Ｃ '00.01～      H12.01～ OBD-II

　スーパードルフィンプロフィア 　ＫＬ－ＦＺ 　Ｆ２１Ｃ '00.01～      H12.01～ 日野カプラ

　スーパードルフィンプロフィア 　ＫＬ－ＧＮ 　Ｋ１３Ｃ '00.01～      H12.01～ OBD-II

　スーパードルフィンプロフィア 　ＫＬ－ＧＮ 　Ｐ１１Ｃ '00.01～      H12.01～ OBD-II

　スーパードルフィンプロフィア 　ＫＬ－ＧＮ 　Ｆ２１Ｃ '00.01～      H12.01～ 日野カプラ

　スーパードルフィンプロフィア 　ＫＬ－ＰＲ 　Ｋ１３Ｃ '00.01～      H12.01～ OBD-II

　スーパードルフィンプロフィア 　ＫＬ－ＰＲ 　Ｐ１１Ｃ '00.01～      H12.01～ OBD-II

　スーパードルフィンプロフィア 　ＫＬ－ＰＲ 　Ｆ２１Ｃ '00.01～      H12.01～ 日野カプラ

　セレガ 　ＡＤＧ－ＲＵ 　Ｅ１３Ｃ '05.08～      H17.08～ OBD-II

　セレガ 　ＡＤＧ－ＲＵ 　Ｊ０８Ｅ '06.02～      H18.02～ OBD-II

　セレガ 　ＢＤＧ－ＲＵ 　Ｊ０８Ｅ '07.01～      H19.01～ OBD-II

　セレガ 　ＢＪＧ－ＲＵ 　Ａ０９Ｃ '08.05～      H20.05～ OBD-II

　セレガ 　ＬＤＧ－ＲＵ 　Ｊ０８Ｅ '10.08～      H22.08～ OBD-II

　セレガ 　ＬＫＧ－ＲＵ 　Ｅ１３Ｃ '10.08～      H22.08～ OBD-II

　セレガ 　ＰＫＧ－ＲＵ 　Ｅ１３Ｃ '06.06～      H18.06～ OBD-II

　セレガ 　ＱＰＧ－ＲＵ 　Ａ０９Ｃ '12.05～      H24.05～ OBD-II

　セレガ 　ＱＰＧ－ＲＵ 　Ｅ１３Ｃ '12.05～      H24.05～ OBD-II

　セレガ 　ＱＲＧ－ＲＵ 　Ａ０９Ｃ '12.05～      H24.05～ OBD-II

　セレガ 　ＱＲＧ－ＲＵ 　Ｅ１３Ｃ '12.05～      H24.05～ OBD-II
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カプラタイプ車種名 車両型式 エンジン型式

　セレガ 　ＱＴＧ－ＲＵ 　Ａ０９Ｃ '12.05～      H24.05～ OBD-II

　セレガ 　ＱＴＧ－ＲＵ 　Ｅ１３Ｃ '12.05～      H24.05～ OBD-II

　セレガ 　ＳＤＧ－ＲＵ 　Ｊ０８Ｅ '10.08～      H22.08～ OBD-II

　セレガ 　ＶＭ－ＲＵ 　Ｐ１１Ｃ '05.01～      H17.01～ OBD-II

　セレガ 　２ＲＧ－ＲＵ 　Ａ０９Ｃ '17.06～      H29.06～ OBD-II

　セレガ 　２ＲＧ－ＲＵ 　Ｅ１３Ｃ '17.06～      H29.06～ OBD-II

　ブルーリボンシティー 　ＡＣＧ－ＨＵ 　Ｊ０８Ｅ '05.01～      H17.01～ OBD-II

　ブルーリボンシティー 　ＢＪＧ－ＨＵ 　Ｊ０８Ｅ '07.07～      H19.07～ OBD-II

　ブルーリボンシティー 　ＬＪＧ－ＨＵ 　Ｊ０８Ｅ '10.06～      H22.06～ OBD-II

　ブルーリボンシティー 　ＬＮＧ－ＨＵ 　Ｊ０８Ｅ '10.06～      H22.06～ OBD-II

　ブルーリボンシティー２ 　ＫＬ－ＫＶ２８０ 　８ＰＥ１ '00.06～      H12.06～ いすゞカプラ

　ブルーリボンシティー２ 　ＫＬ－ＫＶ３８０ 　８ＰＥ１ '00.06～      H12.06～ いすゞカプラ

　ブルーリボンシティー２ 　ＬＤＧ－ＫＶ２３４ 　６ＨＫ１ '10.08～      H22.08～ OBD-II

　ブルーリボンシティー２ 　ＬＫＧ－ＫＶ２３４ 　６ＨＫ１ '10.08～      H22.08～ OBD-II

　ブルーリボンシティー２ 　ＰＤＧ－ＫＶ２３４ 　６ＨＫ１ '07.08～      H19.08～ いすゞカプラ

　ブルーリボンシティー２ 　ＰＪ－ＫＶ２３４ 　６ＨＫ１ '04.12～      H16.12～ いすゞカプラ

　ブルーリボンシティー２ 　ＰＫＧ－ＫＶ２３４ 　６ＨＫ１ '07.08～      H19.08～ いすゞカプラ

　ブルーリボンシティー２ 　ＱＫＧ－ＫＶ２３４ 　６ＨＫ１ '10.08～      H22.08～ OBD-II

　ブルーリボンシティー２ 　ＱＰＧ－ＫＶ２３４ 　６ＨＫ１ '10.08～      H22.08～ OBD-II

　ブルーリボンシティー２ 　ＱＱＧ－ＫＶ２３４ 　６ＨＫ１ '10.08～      H22.08～ OBD-II

　ポンチョ 　ＡＤＧ－ＨＸ 　Ｊ０５Ｄ '06.03～      H18.03～ OBD-II

　ポンチョ 　ＢＤＧ－ＨＸ 　Ｊ０５Ｄ '07.07～      H19.07～ OBD-II

　ポンチョ 　ＳＫＧ－ＨＸ 　Ｊ０５Ｅ '11.08～      H23.08～ OBD-II

　メルファ 　ＢＤＧ－ＲＲ 　Ｊ０７Ｅ '07.06～      H19.06～ OBD-II

　メルファ 　ＰＢ－ＲＪ 　Ｊ０７Ｅ '04.08～      H16.08～ OBD-II

　メルファ 　ＰＢ－ＲＲ 　Ｊ０７Ｅ '04.08～      H16.08～ OBD-II

　メルファ 　ＳＤＧ－ＲＲ 　Ｊ０７Ｅ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　リエッセ 　ＢＤＧ－ＲＸ 　Ｊ０５Ｄ '07.06～      H19.06～ OBD-II

　リエッセ 　ＰＢ－ＲＸ 　Ｊ０５Ｄ '04.08～      H16.08～ OBD-II

　リエッセ２ 　ＢＤＧ－ＸＺＢ 　Ｎ０４Ｃ '09.07～      H21.07～ OBD-II

　リエッセ２ 　ＰＢ－ＸＺＢ 　Ｎ０４Ｃ '04.08～      H16.08～ OBD-II

　リエッセ２ 　ＰＤＧ－ＸＺＢ 　Ｎ０４Ｃ '09.07～      H21.07～ OBD-II

　リエッセ２ 　ＳＫＧ－ＸＺＢ 　Ｎ０４Ｃ '15.01～      H27.01～ OBD-II

　レインボー 　ＢＤＧ－ＨＲ 　Ｊ０７Ｅ '07.06～      H19.06～ OBD-II

　レインボー 　ＰＢ－ＨＲ 　Ｊ０７Ｅ '04.08～      H16.08～ OBD-II
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カプラタイプ車種名 車両型式 エンジン型式

　レインボー 　ＰＫ－ＨＲ 　Ｊ０７Ｅ '04.08～      H16.08～ OBD-II

　レインボー２ 　ＰＡ－ＫＲ２３４ 　６ＨＫ１ '04.08～      H16.08～ いすゞカプラ

　レインボー２ 　ＰＤＧ－ＫＲ２３４ 　６ＨＫ１ '07.08～      H19.08～ いすゞカプラ

　レインボー２ 　ＳＤＧ－ＫＲ２９０ 　４ＨＫ１ '11.11～      H23.11～ OBD-II

　レインボー２ 　ＳＫＧ－ＫＲ２９０ 　４ＨＫ１ '12.07～      H24.07～ OBD-II

　ガーラ 　ＡＤＧ－ＲＵ 　Ｅ１３Ｃ '05.08～      H17.08～ OBD-II

　ガーラ 　ＡＤＧ－ＲＵ 　Ｊ０８Ｅ '06.02～      H18.02～ OBD-II

　ガーラ 　ＢＤＧ－ＲＵ 　Ｊ０８Ｅ '07.01～      H19.01～ OBD-II

　ガーラ 　ＢＪＧ－ＲＵ 　Ａ０９Ｃ '08.05～      H20.05～ OBD-II

　ガーラ 　ＬＤＧ－ＲＵ 　Ｊ０８Ｅ '10.08～      H22.08～ OBD-II

　ガーラ 　ＬＫＧ－ＲＵ 　Ｅ１３Ｃ '10.08～      H22.08～ OBD-II

　ガーラ 　ＰＫＧ－ＲＵ 　Ｅ１３Ｃ '06.06～      H18.06～ OBD-II

　ガーラ 　ＱＰＧ－ＲＵ 　Ａ０９Ｃ '12.05～      H24.05～ OBD-II

　ガーラ 　ＱＰＧ－ＲＵ 　Ｅ１３Ｃ '12.05～      H24.05～ OBD-II

　ガーラ 　ＱＲＧ－ＲＵ 　Ａ０９Ｃ '12.05～      H24.05～ OBD-II

　ガーラ 　ＱＲＧ－ＲＵ 　Ｅ１３Ｃ '12.05～      H24.05～ OBD-II

　ガーラ 　ＱＴＧ－ＲＵ 　Ａ０９Ｃ '12.05～      H24.05～ OBD-II

　ガーラ 　ＱＴＧ－ＲＵ 　Ｅ１３Ｃ '12.05～      H24.05～ OBD-II

　ガーラ 　ＳＤＧ－ＲＵ 　Ｊ０８Ｅ '10.08～      H22.08～ OBD-II

　ガーラ 　ＶＭ－ＲＵ 　Ｐ１１Ｃ '05.01～      H17.01～ OBD-II

　ガーラ 　２ＲＧ－ＲＵ 　Ａ０９Ｃ '17.06～      H29.06～ OBD-II

　ガーラ 　２ＲＧ－ＲＵ 　Ｅ１３Ｃ '17.06～      H29.06～ OBD-II

　クイックデリバリー 　ＢＣＧ－ＸＫＵ 　Ｎ０４Ｃ '07.12～      H19.12～ OBD-II

　クイックデリバリー 　ＢＪＧ－ＸＫＵ 　Ｎ０４Ｃ '07.12～      H19.12～ OBD-II

　クイックデリバリー 　ＳＫＧ－ＸＺＵ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　クイックデリバリー 　ＴＫＧ－ＸＺＵ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　コースタービッグバン 　ＰＢ－ＸＺＢ 　Ｎ０４Ｃ '04.08～      H16.08～ OBD-II

　コースタービッグバン 　ＰＤＧ－ＸＺＢ 　Ｎ０４Ｃ '09.07～      H21.07～ OBD-II

　ダイナ 　ＢＤＧ－ＸＺＵ 　Ｎ０４Ｃ '06.09～      H18.09～ OBD-II

　ダイナ 　ＢＪＧ－ＸＫＵ 　Ｎ０４Ｃ '07.12～      H19.12～ OBD-II

　ダイナ 　ＢＫＧ－ＸＺＵ 　Ｎ０４Ｃ '07.12～      H19.12～ OBD-II

　ダイナ 　ＫＫ－ＸＺＵ 　Ｊ０５Ｃ '99.04～'04.11 H11.04～H16.11 OBD-II

　ダイナ 　ＫＫ－ＸＺＵ 　Ｓ０５Ｃ '99.04～'04.11 H11.04～H16.11 OBD-II

　ダイナ 　ＫＫ－ＸＺＵ 　Ｓ０５Ｄ '99.04～'04.11 H11.04～H16.11 OBD-II

　ダイナ 　ＰＢ－ＸＺＵ 　Ｊ０５Ｄ '04.05～      H16.05～ OBD-II
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　ダイナ 　ＰＢ－ＸＺＵ 　Ｎ０４Ｃ '04.05～      H16.05～ OBD-II

　ダイナ 　ＰＢ－ＸＺＵ 　Ｓ０５Ｄ '04.05～      H16.05～ OBD-II

　ダイナ 　ＰＤ－ＸＺＵ 　Ｎ０４Ｃ '03.08～      H15.08～ OBD-II

　ダイナ 　ＰＨ－ＸＺＵ 　Ｎ０４Ｃ '05.04～      H17.04～ OBD-II

　ダイナ 　ＳＤＧ－ＸＺＵ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　ダイナ 　ＳＪＧ－ＸＫＣ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　ダイナ 　ＳＪＧ－ＸＫＵ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　ダイナ 　ＳＫＧ－ＸＺＣ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　ダイナ 　ＳＫＧ－ＸＺＵ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　ダイナ 　ＳＱＧ－ＸＫＵ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　ダイナ 　ＴＤＧ－ＸＺＵ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　ダイナ 　ＴＫＧ－ＸＺＣ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　ダイナ 　ＴＫＧ－ＸＺＵ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　ダイナ 　ＴＱＧ－ＸＫＣ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　ダイナ 　ＴＱＧ－ＸＫＵ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　ダイナ 　ＴＳＧ－ＸＫＣ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　ダイナ 　ＴＳＧ－ＸＫＵ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　ダイナ 　ＴＰＧ－ＸＺＵ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　ダイナ 　ＶＦ－ＸＫＵ 　Ｎ０４Ｃ '03.08～      H15.08～ OBD-II

　トヨエース 　ＢＤＧ－ＸＺＵ 　Ｎ０４Ｃ '06.09～      H18.09～ OBD-II

　トヨエース 　ＢＪＧ－ＸＫＵ 　Ｎ０４Ｃ '07.12～      H19.12～ OBD-II

　トヨエース 　ＢＫＧ－ＸＺＵ 　Ｎ０４Ｃ '07.12～      H19.12～ OBD-II

　トヨエース 　ＫＫ－ＸＺＵ 　Ｊ０５Ｃ '99.04～'04.11 H11.04～H16.11 OBD-II

　トヨエース 　ＰＢ－ＸＺＵ 　Ｊ０５Ｄ '04.05～      H16.05～ OBD-II

　トヨエース 　ＰＢ－ＸＺＵ 　Ｎ０４Ｃ '04.05～      H16.05～ OBD-II

　トヨエース 　ＰＢ－ＸＺＵ 　Ｓ０５Ｄ '04.05～      H16.05～ OBD-II

　トヨエース 　ＰＤ－ＸＺＵ 　Ｎ０４Ｃ '03.08～      H15.08～ OBD-II

　トヨエース 　ＰＨ－ＸＺＵ 　Ｎ０４Ｃ '05.04～      H17.04～ OBD-II

　トヨエース 　ＳＤＧ－ＸＺＵ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　トヨエース 　ＳＪＧ－ＸＫＣ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　トヨエース 　ＳＪＧ－ＸＫＵ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　トヨエース 　ＳＫＧ－ＸＺＣ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　トヨエース 　ＳＫＧ－ＸＺＵ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　トヨエース 　ＳＱＧ－ＸＫＵ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　トヨエース 　ＴＤＧ－ＸＺＵ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II
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　トヨエース 　ＴＫＧ－ＸＺＣ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　トヨエース 　ＴＫＧ－ＸＺＵ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　トヨエース 　ＴＱＧ－ＸＫＣ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　トヨエース 　ＴＱＧ－ＸＫＵ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　トヨエース 　ＴＳＧ－ＸＫＣ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　トヨエース 　ＴＳＧ－ＸＫＵ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　トヨエース 　ＴＰＧ－ＸＺＵ 　Ｎ０４Ｃ '11.07～      H23.07～ OBD-II

　トヨエース 　ＶＦ－ＸＫＵ 　Ｎ０４Ｃ '03.08～      H15.08～ OBD-II


