
・オイルエレメント

品番 メーカー 主な使用車種 純正番号 タイプ
TO-115 トヨタ ハイエース・ダイナ 15600-41010 カートリッジ
TO-116 トヨタ ハイエース・ダイナ 15601-33021 カートリッジ
TO-122 トヨタ センチュリー 15601-68010 カートリッジ
TO-124 トヨタ ダイナ 15601-78010 カートリッジ
TO-125 トヨタ bB 90915-10003 カートリッジ
TO-126 トヨタ アリスト 90915-20003 カートリッジ
TO-127 トヨタ アイシス 90915-10004 カートリッジ
TO-128 トヨタ カローラ 90915-30001 カートリッジ
TO-129 トヨタ ダイナ 1560A-03006 カートリッジ
TO-130 トヨタ ソアラ 90915-20004 カートリッジ
TO-131 トヨタ カローラバン 90915-30003 カートリッジ
TO-132 トヨタ キャバリエ SA250-10633 カートリッジ
TO-133 トヨタ クラウン 04152-31080 ペーパータイプ
TO-134 トヨタ ハイエース 04152-31060 ペーパータイプ(パイプ付)
TO-135 トヨタ ヴィッツ 04152-B1010 ペーパータイプ(パイプ付)
TO-136 トヨタ エスティマ 04152-31090 ペーパータイプ(パイプ付)
TO-137 トヨタ カローラフィールダー 04152-37010 ペーパータイプ
TO-139 トヨタ ランドクルーザー 04152-38020 ペーパータイプ
NO-220 ニッサン トリビュート 15208-V4000 カートリッジ
NO-222 ニッサン アトラス 15208-43G00 カートリッジ
NO-226 ニッサン アベニール 15208-W1116 カートリッジ
NO-227 ニッサン アトラス 15208-H8904 カートリッジ
NO-228 ニッサン マーチ 15208-01B02 カートリッジ
NO-230 ニッサン アベニール 15208-70J00 カートリッジ
NO-231 ニッサン フェアレディZ 15208-60U00 カートリッジ
NO-232 ニッサン アトラス 15208-0T002 カートリッジ
NO-233 ニッサン アトラス 15209-0T000 カートリッジ
NO-234 ニッサン ウイングロード 15208-65F00 カートリッジ
NO-235 ニッサン アトラス2000 15208-31U00 カートリッジ
NO-236 ニッサン セドリック 15208-20N10 カートリッジ
NO-237 ニッサン プレサージュ 15208-AD200 ペーパータイプ
NO-238 ニッサン キャラバン 15209-2W200 ペーパータイプ
NO-919 ニッサン スペースランナー 15208-Z9007 カートリッジ
NO-923 ニッサン コンドル 15201-Z9000 カートリッジ
NO-924 ニッサン コンドル 15201-Z9001 カートリッジ
NO-926 ニッサン コンドル 15201-Z9009 カートリッジ
NO-928 ニッサン 日産 トラック 15274-99787 ペーパータイプ
NO-931 ニッサン ビックサム 15274-99689 ペーパータイプ
NO-932 ニッサン ビックサム 15274-99687 ペーパータイプ
NO-933 ニッサン ビックサム 15274-Z9226 ペーパータイプ(F/Bセット)
NO-935 ニッサン 日産 トラック 15274-Z9227 ペーパータイプ(F/Bセット)
NO-936 ニッサン 大型バス 15274-Z9228 ペーパータイプ
NO-938 ニッサン トラック・大型バス 15274-NY125 ペーパータイプ
NO-939 ニッサン トラック・大型バス 15274-NY126 ペーパータイプ
NO-9001 UDトラックス トラック 52211-70569 カートリッジ
NO-9002 UDトラックス トラック 52211-70573 カートリッジ
NO-9003 UDトラックス トラック 52211-70571 カートリッジ
NO-9004 UDトラックス トラック 52213-48383 カートリッジ
GO-1213 ホンダ ライフ 15400-PFB-004 カートリッジ
GO-1214 ホンダ レジェンド 15400-PL2-315 カートリッジ
GO-1216 ホンダ インサイト 15400-PLC-004 カートリッジ
MO-618 マツダ タイタン SL51-14-V61 カートリッジ
MO-619 マツダ ボンゴブローニィ RFY0-14-302 カートリッジ
MO-625 マツダ タイタン TFY0-14-302 カートリッジ

オ

イ

ル

エ

レ

メ

ン

ト



品番 メーカー 主な使用車種 純正番号 タイプ
MO-626 マツダ タイタン VSY1-14-302 カートリッジ
MO-628 マツダ MPV GY01-14-302B カートリッジ
MO-629 マツダ アテンザ L321-14-302 ペーパータイプ
MO-630 マツダ ロードスター LF10-14-302 カートリッジ
MO-631 マツダ タイタン YJ01-14-302 スピンオンタイプ
UO-539 ミツビシ ファイター(FK・FM) ME034611 ペーパータイプ
UO-5001 ミツビシ キャンター ME014838 カートリッジ
UO-5002 ミツビシ 三菱 トラック ME064356 ペーパータイプ(F/Bセット)
UO-5005 ミツビシ ファイター ME130968 カートリッジ
UO-5007 ミツビシ キャンター ME202472 カートリッジ
UO-5011 ミツビシ ディアマンテ MD301204 カートリッジ
UO-5013 ミツビシ キャンター MD136466 カートリッジ
UO-5014 ミツビシ エアロスター ME180514 ペーパータイプ(F/Bセット)
UO-5015 ミツビシ ekワゴン 1230A040 カートリッジ
UO-5017 ミツビシ エアロバス ME356701 ペーパータイプ(F/Bセット)
UO-5018 ミツビシ キャンター ME228898 スピンオンタイプ
UO-5019 ミツビシ キャンター QC000001 ペーパータイプ
FO-1004 スバル レガシィ 15208-AA031 カートリッジ
DO-709 ダイハツ コペン 15601-97201-000 カートリッジ
SO-1103 スズキ スイフト 16510-61A20 カートリッジ
SO-1104 スズキ エスクード 16510-85FA0 カートリッジ
IO-313 イスズ いすゞ 公道外ダンプ 1-13240056-0 ペーパータイプ
IO-316 イスズ エルフ 8-97049708-1 カートリッジ
IO-317 イスズ エルフ 8-94463713-0 カートリッジ
IO-320 イスズ いすゞ マイクロバス 8-94459700-0 カートリッジ
IO-322 イスズ いすゞ トラック 1-13240114-0 カンタイプ
IO-328 イスズ ジャーニーK 1-87810050-2 カンタイプ
IO-331 イスズ エルフ 5-13211018-0 カートリッジ
IO-334 イスズ いすゞ 公道外ダンプ 1-13240028-0 ペーパータイプ
IO-335 イスズ トラック(810シリーズ・CX) 1-87810314-5 ペーパータイプ
IO-338 イスズ エルフ 8-94114585-1 カートリッジ
IO-3004 イスズ エルガミオ 1-87810372-0 ペーパータイプ
IO-3005 イスズ フォワード(ジャストン・FR・FS・FT・トラクタ) 1-13240060-4 カートリッジ
IO-3006 イスズ フォワード 1-13240161-2 カートリッジ
IO-3010 イスズ エルフ 8-97021576-0 カートリッジ
IO-3011 イスズ いすゞ マイクロバス 8-94316228-1 カートリッジ
IO-3012 イスズ エルフ 5-13211024-1 カートリッジ
IO-3013 イスズ フォワード(FS・FT・トラクタ) 1-13240106-3 カートリッジ
IO-3015 イスズ フォワード 1-13240163-2 カートリッジ
IO-3019 イスズ エルガミオ 1-13240132-0 ペーパータイプ
IO-3021 イスズ エルフ 8-97019468-0 カートリッジ
IO-3025 イスズ いすゞ バス 1-13240175-0 積層タイプ
IO-3026 イスズ ビッグホーン 8-97116667-0 カートリッジ
IO-3027 イスズ いすゞ バス 1-13240160-0 ペーパータイプ
IO-3028 イスズ バス 1-13240206-0 ペーパータイプ
IO-3030 イスズ いすゞ バス 1-13240116-0 ペーパータイプ
IO-3032 イスズ ウイザード 8-97167972-0 カートリッジ
IO-3036 イスズ エルフ 8-97148270-1 カートリッジ
IO-3037 イスズ エルガミオ 8-94391049-0 カートリッジ
IO-3039 イスズ エルフ 8-98018858-0 ペーパータイプ
HO-803 ヒノ 日野 トラック 15607-1580 ペーパータイプ
HO-804 ヒノ レンジャー 15607-1780 カートリッジ
HO-806 ヒノ レインボー 15607-1731 カートリッジ
HO-807 ヒノ セレガ 15607-1531 ペーパータイプ
HO-809 ヒノ コースターR 15613-89102 カートリッジ
HO-827 ヒノ ブルーリボン 15607-1520 ペーパータイプ
HO-829 ヒノ ブルーリボン 15607-1710 ペーパータイプ
HO-831 ヒノ セレガ 15607-1560 ペーパータイプ
HO-833 ヒノ 日野 トラクタ 15607-1690 ペーパータイプ
HO-8003 ヒノ レンジャー(FD) 15607-2073 カートリッジ
HO-8004 ヒノ レンジャー(FG・FJ) 15607-2190 カートリッジ

オ

イ

ル

エ

レ

メ

ン

ト



品番 メーカー 主な使用車種 純正番号 タイプ
HO-8005 ヒノ レンジャー(FG・FJ) 15607-2200 カートリッジ
HO-8006 ヒノ デュトロ XZUシリーズ 15607-2210 カートリッジ
HO-8013 ヒノ プロフィア S1560-72340 ペーパータイプ
HO-8014 ヒノ プロフィア S1560-72360 ペーパータイプ
HO-8015 ヒノ プロフィア S1560-72370 ペーパータイプ
HO-8016 ヒノ プロフィア S1560-72380 ペーパータイプ
HO-8012 ヒノ トヨエース 15613-89106 カートリッジ
RO-621 汎用 ランサー MD135737 カートリッジ
RO-623 汎用 デリカ MD136790 カートリッジ
RO-1002 汎用 インプレッサ B6Y1-14-302 カートリッジ
RO-1102 汎用 アルト 16510-82700 カートリッジ
NO-239 ニッサン キャラバン AY100-NS034 カートリッジ
NO-918 ニッサン スペースドリーム 15274-99288 ペーパータイプ
GO-1212 ホンダ インスパイア 15400-PL2-004 カートリッジ
MO-620 マツダ カペラ FEY0-14-302 カートリッジ
MO-622 マツダ ファミリア PNY2-14-302 カートリッジ
MO-627 マツダ タイタン YJ01-14-302 カートリッジ
UO-5010 ミツビシ エアロミディ ライトバス ME088532 カートリッジ
IO-301 イスズ エルフ 9-88513107-1 ペーパータイプ
IO-304 イスズ エルフ 9-88511194-2 ペーパータイプ
IO-332 イスズ いすゞ バス 1-87810239-0 カンタイプ
IO-3002 イスズ いすゞ トラック 1-13240126-0 ペーパータイプ
HO-835 ヒノ トラック 15607-1340 ペーパータイプ
HO-836 ヒノ ブルーリボン 15607-1351 ペーパータイプ
HO-837 ヒノ レンジャー 15607-1390 ペーパータイプ
HO-8001 ヒノ セレガ 15607-2130 ペーパータイプ
HO-8002 ヒノ セレガ 15607-2150 ペーパータイプ
HO-8008 ヒノ 日野トラック 15607-2260 ペーパータイプ
HO-8009 ヒノ 日野トラック 15607-2280 ペーパータイプ
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