中古車 保 証

保証部品一覧表

1 エンジン機構
●ロッカーカバー
（シリンダーヘッドカバー）
●シリンダーヘッド
●コンロッド
●ピストン
●クランクシャフト
●インレット/エキゾーストバルブ
●シリンダーブロック

●クランクケース
●シリンダーライナー
●スロットルボディ
●インジェクター
●ウォーターポンプ
●ラジエーター/キャップ/ホース/マウント/
リザーバータンク
●スターターモーター
●オルタネ−ター
●オイルポンプ
●インジェクションポンプ
●グロープラグ

●コモンレール
●各プーリー
●ファンカップリング
●オイルプレッシャースイッチ
●O 2センサー
●A/F（LAF）センサー
●エアフロメーター
●水温センサー
●ノックセンサー
●クランク角センサー
●エアーレギュレーター
●油温センサー
●スロットルセンサー
●バキュームセンサー
●吸気圧センサー
●排気温度センサー
●AACバルブ（ISCV・RACV）
●ディストリビュータ
●ダイレクトイグニッションコイル
●プラグコード（ハイテンションコード）
●エンジンコンピュータ（ECU)
●フューエルポンプ/ゲージ
●フューエルエバポレーター/ホース/パイプ
●フライホイール（ドライブプレート）
●フューエルプレッシャーレギュレーター

●カムシャフト
●バランスシャフト
●オイルパン
●PCVバルブ
●電動ファンモーター
●冷却ファンコントロールユニット
●オイルストレーナ
●コンデンサーモーター
●タイミングベルト/チェーン
●テンショナー
●シリンダヘッドガスケット
●インタークーラー
●スーパーチャージャー
●ターボチャージャー
●触媒コンバーター
●DPF
●エキゾーストマニホールド/パイプ
●マフラー
●エンジンマウント
●サーモスタット
●イグナイター
●フューエルタンク
●スロットルワイヤー/モーター
●フロントカバー
●EGRバルブ

●ストップランプスイッチ
（ブレーキスイッチ）
●ブレーキ圧センサー
●パーキングブレーキレバー
●パーキングブレーキペダル
●パーキングブレーキワイヤー
●パーキングブレーキスイッチ
●パーキングブレーキモーター
●パーキングブレーキ
コントロールユニット

●２次エアバルブ/ポンプ
●ブローバイホース
●ウエストゲートバルブ
●スワールコントロールバルブ
●トーショナルダンパー
●バルブタイミングコントロールギヤ/
モーター（VVT）
●OCV/油圧コントロールバルブ
●アクセルペダル
●各シール/ガスケット/パッキン/
Oリング（ドレーンパッキン除く)
●プッシュロッド
●ロッカーアーム
●オイルタペット
●噴射ノズル/ホルダー
●オイルクーラー/ホース
●キャニスター
●キャブレター
●イグニッションスイッチ
●エアインテークレゾネーター
●インテークマニホールド
●各リレー
●ボディコントロールユニット
●ロールオーバーバルブ
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3 エアコン機構
●コンプレッサー
●コンデンサー
●エバポレータ
●エキスパンションバルブ
●レシーバータンク
●マグネットクラッチ/スイッチ
●クーリングユニット
●ヒーターコア
●ブロアファンモーター
●ヒーターレジスター
●ヒーターホース/コック
●エアコンリレー
●インテークドア/エアミックス/
モードドアクチュエーター
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3

●ガスセンサー
●内気/外気センサー
●日射センサー
●冷媒圧力センサー
●サーモアンプ
●ヒーターウォーターバルブ
●高圧/低圧ホースパイプ
●エアコンコントロールユニット
（ディスプレイ除く）
●ヒーターソレノイドバルブ
●ヒーターコントロールワイヤー
●エアコンファンスイッチ
●ブロアースイッチ
●ベンチレーターモーター
●Oリング
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4 アクスル機構
●ショックアブソーバー
●サスペンションスプリング/
マウント/スプリングシート
●サスペンションアーム
●ロア/アイドラ/ピットマンアーム
●トーションバー
●スタビライザー
●テンションロッド
●ナックル
●ボールジョイント
●アッパーベアリング
●アクスルシャフト
●ハブ

Mプラン 対象部品

●ハウジング
●ハブシール
●ハブベアリング
●電子制御サスペンション
（エアー/アクティブサスペンション）
●サスペンション/
アキュームレーター
●エアーポンプ
●ハイトコントロールセンサー
●電子制御サスペンションECU
●ロア/アッパー/ラテラルリンク
●各ブッシュ
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RSプラン 対象部品

※全て純正部品が対象となります。※記載されている該当部品であっても、保証適用とならない場合がございます。詳しくは別紙特別規約をご覧ください。 例）衝突、事故等での外的要因による故障、天災、いたずらが起因する故障など。

5 動力伝達機構

2 ブレーキ機構
●ブレーキマスターシリンダー
●ブレーキブースター
●バキュームポンプ
●ABSコントロールモジュレーター
ユニット（ABSアクチュエーター）
●ディスクキャリパーシールキット
●ホイールシリンダーインナーキット
●プロポーショニングバルブ
●ブレーキホース/パイプ
●ブレーキペダル
●ホイールセンサー

Lプラン 対象部品

●MT/AT/CVT内部ギヤ
●トランスファ/デファレンシャル内部ギヤ
●コントロールバルブ/ソレノイドバルブ
●AT/CVTコントロールユニット
●トルクコンバーター
●バルブボディ
●ビスカスカップリング
●インヒビタースイッチ
●プロペラシャフト/センターベアリング
●ユニバーサルジョイント
●ドライブシャフト/ブーツ
●トランスアクスル
●クラッチオペレーティングシリンダー
●クラッチカバー/ディスク/ワイヤー/
ペダル/レリーズフォーク/ベアリング/
レリーズシリンダー/マスターシリンダー
●電磁クラッチ
●クラッチアクチュエーター

7 ステアリング機構

●シフトアクチュエーター
●シフトフォーク/ケーブル
●ミッション/デファレンシャルキャリア/
トランスファーマウント
●シフトレバー
●ATオイルクーラー/ホース
●リバーススイッチ
●クラッチスイッチ
●ニュートラルスイッチ
●ドロッピングレジスター
●TRC（VSC）コントロールユニット
●車速センサー
●シフトセンサー
●オイルポンプ
●ギヤセレクタースイッチ
●各シール/ガスケット/パッキン/
Oリング（ドレンパッキン除く）
●各リレー

6 電装装備機構
●ワイパーモーター/スイッチ/
アンプ/コントロールユニット
●ウォッシャーモーター/スイッチ/
タンク/レベライザー
●ヘッドライトウォッシャーモーター
●パワーウィンドモーター/
ガラスランチャンネル/スイッチ/アンプ/
レギュレーター/コントロールユニット
●ホーン
●ドアロックアクチュエーター/
コントロールユニット/スイッチ
●フューエルフィラーリッドロック/
アクチュエーター
●オートスライドドアモーター/
コントロールユニット/ドアセンサー/
ラッチセンサー/レギュレーター/
ワイヤー/スイッチ
●パワーテールゲートモーター/
スイッチ/オートクロージャー
●パワートランクリッドモーター/
スイッチ/オートクロージャー
●電動サンシェイド
●サンルーフスイッチ/モーター
●キーレスレシーバー/トランスミッター
●スマートキー/カードキー/アンテナ
●リクエストスイッチ/ノブタッチセンサー
●イモビライザー
●ドアミラーモーター/スイッチ
●ヒーティングミラー
●パワーシートモーター/
コントロールユニット/スイッチ
●シートハイトアジャスター
●シートエアコン/ヒーター
●オットマン
●ランバーサポート
●オーディオ
●ナビゲーション
●スピーカー
●テレビチューナー
●フリップダウンモニター
●ウーファーアンプ/サラウンドシステム

●ステアリングギヤボックス
●パワーステアリングポンプ/モーター
/ホース/パイプ/リザーバータンク
●パワーステアリングコントロールユニット
●ステアリングホイール
●ステアリングコラム/コラムシャフト
●タイロッドエンド/ブーツ

8 乗員保護機構

●シートベルト/バックル/アジャスター/
プリテンショナー/エアバッグセンサー
●SRSエアバッグ/コントロールユニット
●スパイラルケーブル
●SRSエアバッグモジュール
●Gセンサー

●ラックエンド/ブーツ
●舵角センサー
●各ブッシュ
●ステアリングポジションセンサー
●チルトモーター
●テレスコピックモーター

●着座センサー
●バックルセンサー
●ボンネット/サイド/
カーテンエアバッグ
●ヨーレートセンサー

9 ハイブリッド機構
●ETC
●GPSアンテナ
●ラジオ/TVアンテナ
●クロック
●バック/サイド/アラウンドビューカメラ
●マルチ/インフォメーションディスプレイ
●ライトスイッチ
●HID/LEDヘッドライトバーナー/
インバーター/コンバーター/
コントロールユニット
●アダプティブヘッドライト
コントロールユニット
（AFS・ACL）/アクチュエーター
●オートライトセンサー
●LEDテールランプ
●LEDハイマウントストップランプ
●キーセンサー
●マップライトユニット/スイッチ
●カーテシー/ドアスイッチ
●スピード/タコメーター/オド/
フューエルメーター
●メーターケーブル
●水温/油温/電圧計
●ステアリングスイッチ
●ハザードスイッチ
●自動ブレーキコントロールユニット/
警報機
●レーンキーピングコントロールユニット/
警報機
●車間/レーンキープ計測機
（ミリ波/赤外線レーザー/
ステレオカメラ）
●空気清浄ユニット
●クルーズコントロールユニット/スイッチ
●コーナーセンサー
●ジャンクションブロック
●セキュリティー
●パーキングサポートコントロールユニット
●レインセンサー
●空気圧センサー
●各リレー

●ハイブリッドトランスアクスル
●スタータジェネレータ
●ウォーターポンプ
●ラジエーター
●駆動用モーター
●回生ブレーキ
●PHVジェネレーターユニット
●インバーター
●コントロールECU
●バッテリーECU

●コンバーター
●ハイブリッドバッテリー
●アンペアセンサー
●ボルテージセンサー
●水温センサー
●パワーECU
●インプットダンパー
●キャパシター
●PHVプラグインコネクター

Lプラン
1 エンジン機構

Mプラン
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一部

一部

2 ブレーキ機構
3 エアコン機構
4 アクスル機構
5 動力伝達機構
6 電装装備機構
7 ステアリング機構
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9 ハイブリッド機構
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