
【※10月1日から消費税率と自動車に関わる税 が変更になります】【※10月1日から消費税率と自動車に関わる税 が変更になります】【※10月1日から消費税率と自動車に関わる税 が変更になります】【※10月1日から消費税率と自動車に関わる税 が変更になります】

■新車デー の新税制対応について■新車デー の新税制対応について■新車デー の新税制対応について■新車デー の新税制対応について

・自動車税環境性能割・自動車税環境性能割・自動車税環境性能割・自動車税環境性能割

・軽自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割 新税制に対応したデー を

・自動車税種別割・自動車税種別割・自動車税種別割・自動車税種別割 9月17日より順次配信いたします9月17日より順次配信いたします9月17日より順次配信いたします9月17日より順次配信いたします

・軽自動車税種別割・軽自動車税種別割・軽自動車税種別割・軽自動車税種別割

※配信車種につきましては「新車情報」をご確認ください※配信車種につきましては「新車情報」をご確認ください※配信車種につきましては「新車情報」をご確認ください※配信車種につきましては「新車情報」をご確認ください

  見積・注文書作成の際には必ず仕入先に 額を確認して頂きますようお願い致します。  見積・注文書作成の際には必ず仕入先に 額を確認して頂きますようお願い致します。  見積・注文書作成の際には必ず仕入先に 額を確認して頂きますようお願い致します。  見積・注文書作成の際には必ず仕入先に 額を確認して頂きますようお願い致します。

※ 額については国会で決定している内容をもとに当社でも情報収集を行い、デー 作成しております。
実際の 額と異なり損 が発生した場合であっても、当社で損 分を負担させて頂く事は出来かねますので、
予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

■デー に関する注意事項【重要】■デー に関する注意事項【重要】■デー に関する注意事項【重要】■デー に関する注意事項【重要】

当社の新車デー は、ディーラーからのカ ログ・価格表をデー 化しております。
10月以降に 額が変更される可能性がありますが、
現時点でのシステム上の自動計算による車両価格・オプション価格はあくまでも目安価格となります。
見積書・注文書作成時には、各社様の仕入れ先にご確認の上、
必ず車両価格・オプション価格の見直しを行ってください。
※デー 上の 額と実際の 額とで差額が生じた場合でも当社では負担致しかねますので、
予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

株式会社　ベルティス株式会社　ベルティス株式会社　ベルティス株式会社　ベルティス

〒700-0944〒700-0944〒700-0944〒700-0944 岡山県岡山市南区泉田421-20岡山県岡山市南区泉田421-20岡山県岡山市南区泉田421-20岡山県岡山市南区泉田421-20 TEL:086-242-0630TEL:086-242-0630TEL:086-242-0630TEL:086-242-0630 FAX:086-242-0631FAX:086-242-0631FAX:086-242-0631FAX:086-242-0631

　　株式会社ベルティスから税制改正に関する重要なお知らせです。　　株式会社ベルティスから税制改正に関する重要なお知らせです。　　株式会社ベルティスから税制改正に関する重要なお知らせです。　　株式会社ベルティスから税制改正に関する重要なお知らせです。

2019年度　各種税制改正に関する対応について2019年度　各種税制改正に関する対応について2019年度　各種税制改正に関する対応について2019年度　各種税制改正に関する対応について

ご不明な点はシステムサポートご不明な点はシステムサポートご不明な点はシステムサポートご不明な点はシステムサポート　　　　086-242-0810086-242-0810086-242-0810086-242-0810　　　　までまでまでまで

　　　　　　　　　　　　　　 受付時間  (月～ ) 9:30～17:30  (土･日)  9:30～12:00　13:00～17:30　　　　　　　　　　　　　　 受付時間  (月～ ) 9:30～17:30  (土･日)  9:30～12:00　13:00～17:30　　　　　　　　　　　　　　 受付時間  (月～ ) 9:30～17:30  (土･日)  9:30～12:00　13:00～17:30　　　　　　　　　　　　　　 受付時間  (月～ ) 9:30～17:30  (土･日)  9:30～12:00　13:00～17:30

                                                                                                          ※祝祭日、弊社休業日を除く                                                                                                          ※祝祭日、弊社休業日を除く                                                                                                          ※祝祭日、弊社休業日を除く                                                                                                          ※祝祭日、弊社休業日を除く



新税制に対応したデー は9月17日より順次配信されますが、

システムでの表示名は「自動車取得税自動車取得税自動車取得税自動車取得税」、 額は「環境性能割環境性能割環境性能割環境性能割」となる期間が発生します。

※ お使いのシステムによって画面レイアウトは異なります。

また、10月までに対応予定の「自動車税」と「自動車税種別割」が登録年月で切り替わる

プログラムの適用までは、自動車税の 額が表示されます自動車税の 額が表示されます自動車税の 額が表示されます自動車税の 額が表示されます。

システム上の 額と実際の 額とで差額が生じた場合でも

当社では負担致しかねますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

株式会社　ベルティス株式会社　ベルティス株式会社　ベルティス株式会社　ベルティス

〒700-0944〒700-0944〒700-0944〒700-0944 岡山県岡山市南区泉田421-20岡山県岡山市南区泉田421-20岡山県岡山市南区泉田421-20岡山県岡山市南区泉田421-20 TEL:086-242-0630TEL:086-242-0630TEL:086-242-0630TEL:086-242-0630 FAX:086-242-0631FAX:086-242-0631FAX:086-242-0631FAX:086-242-0631

2019年度　各種税制改正に関する対応について2019年度　各種税制改正に関する対応について2019年度　各種税制改正に関する対応について2019年度　各種税制改正に関する対応について

※ご注意下さい※ご注意下さい※ご注意下さい※ご注意下さい

ご不明な点はシステムサポートご不明な点はシステムサポートご不明な点はシステムサポートご不明な点はシステムサポート　　　　086-242-0810086-242-0810086-242-0810086-242-0810　　　　までまでまでまで

　　　　　　　　　　　　　　 受付時間  (月～ ) 9:30～17:30  (土･日)  9:30～12:00　13:00～17:30　　　　　　　　　　　　　　 受付時間  (月～ ) 9:30～17:30  (土･日)  9:30～12:00　13:00～17:30　　　　　　　　　　　　　　 受付時間  (月～ ) 9:30～17:30  (土･日)  9:30～12:00　13:00～17:30　　　　　　　　　　　　　　 受付時間  (月～ ) 9:30～17:30  (土･日)  9:30～12:00　13:00～17:30

                                                                                                          ※祝祭日、弊社休業日を除く                                                                                                          ※祝祭日、弊社休業日を除く                                                                                                          ※祝祭日、弊社休業日を除く                                                                                                          ※祝祭日、弊社休業日を除く

表示名は「自動車取得税」

額は「環境性能割」



新⾞データ配信予定表 3枚中1枚目

ﾄﾖﾀ ﾌﾟﾘｳｽ ﾄﾖﾀ ﾎﾟﾙﾃ ﾄﾖﾀ ﾋﾟｸｼｽｼﾞｮｲ
ﾄﾖﾀ ｱｸｱ ﾄﾖﾀ ﾊｲﾗｯｸｽ ﾄﾖﾀ ﾋﾟｸｼｽﾊﾞﾝ
ﾄﾖﾀ ﾊﾟｯｿ ﾄﾖﾀ ｶﾛｰﾗｽﾎﾟｰﾂ ﾄﾖﾀ ﾋﾟｸｼｽﾄﾗｯｸ
ﾄﾖﾀ ｳﾞｨｯﾂ ﾄﾖﾀ ｽﾍﾟｲﾄﾞ ﾄﾖﾀ ﾋﾟｸｼｽｴﾎﾟｯｸ
ﾄﾖﾀ ｼｴﾝﾀ ﾄﾖﾀ ｱﾘｵﾝ ﾄﾖﾀ ﾋﾟｸｼｽﾒｶﾞ
ﾄﾖﾀ ﾐﾗｲ ﾄﾖﾀ ﾌﾟﾚﾐｵ ﾄﾖﾀ ﾏｰｸX
ﾄﾖﾀ ﾚｼﾞｱｽｴｰｽﾊﾞﾝﾛﾝｸﾞﾎﾞﾃﾞｨ ﾄﾖﾀ ｶﾑﾘ ﾄﾖﾀ ｾﾝﾁｭﾘｰ
ﾄﾖﾀ ﾚｼﾞｱｽｴｰｽﾊﾞﾝｽｰﾊﾟｰﾛﾝｸﾞﾎﾞﾃﾞｨ ﾄﾖﾀ ﾙｰﾐｰ ﾄﾖﾀ ｴｽﾃｨﾏ
ﾄﾖﾀ ﾊｲｴｰｽﾊﾞﾝﾛﾝｸﾞﾎﾞﾃﾞｨ ﾄﾖﾀ ﾀﾝｸ ﾄﾖﾀ ﾊｲｴｰｽﾜｺﾞﾝ
ﾄﾖﾀ ﾊｲｴｰｽﾊﾞﾝｽｰﾊﾟｰﾛﾝｸﾞﾎﾞﾃﾞｨ ﾄﾖﾀ ﾊﾘｱｰ ﾄﾖﾀ ｴｽﾃｨﾏﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ
ﾄﾖﾀ ｱﾙﾌｧｰﾄﾞ ﾄﾖﾀ ｴｽｸｧｲｱ ﾄﾖﾀ ﾌﾟﾘｳｽα
ﾄﾖﾀ ｳﾞｪﾙﾌｧｲｱ ﾄﾖﾀ ﾉｱ ﾄﾖﾀ ﾌﾟﾘｳｽPHV
日産 ﾃﾞｲｽﾞﾙｰｸｽ ﾄﾖﾀ ｳﾞｫｸｼｰ ﾄﾖﾀ ’86
日産 ﾉｰﾄ ﾎﾝﾀﾞ ｳﾞｪｾﾞﾙ ﾄﾖﾀ RAV4
日産 ﾃﾞｲｽﾞ ﾎﾝﾀﾞ N-VAN ﾄﾖﾀ C-HR
日産 ｾﾚﾅ ﾎﾝﾀﾞ ｵﾃﾞｯｾｲﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ ﾄﾖﾀ ｸﾗｳﾝ
日産 ｴｸｽﾄﾚｲﾙ ﾎﾝﾀﾞ ｵﾃﾞｯｾｲ ﾄﾖﾀ ｽｰﾌﾟﾗ
ﾎﾝﾀﾞ N-BOX ﾎﾝﾀﾞ ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ ﾄﾖﾀ ﾗﾝﾄﾞｸﾙｰｻﾞｰﾌﾟﾗﾄﾞ
ﾎﾝﾀﾞ N-ONE ﾎﾝﾀﾞ ﾌﾘｰﾄﾞ ﾄﾖﾀ ﾗﾝﾄﾞｸﾙｰｻﾞｰ200系
ﾎﾝﾀﾞ N-WGN ﾎﾝﾀﾞ ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝｽﾊﾟｰﾀﾞ 日産 ｼｰﾏ
ﾎﾝﾀﾞ N-BOXｽﾗｯｼｭ ﾏﾂﾀﾞ MAZDA2 日産 ﾏｰﾁ
ﾎﾝﾀﾞ ﾌｨｯﾄﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ ﾏﾂﾀﾞ MAZDA3 FASTBACK 日産 ｷｭｰﾌﾞ
ﾎﾝﾀﾞ ﾌｨｯﾄ ﾏﾂﾀﾞ MAZDA3 SEDAN 日産 NV100ｸﾘｯﾊﾟｰ
ﾏﾂﾀﾞ ﾌﾚｱﾜｺﾞﾝ ﾏﾂﾀﾞ ｷｬﾛﾙ 日産 NV100ｸﾘｯﾊﾟｰﾘｵ
ﾏﾂﾀﾞ ﾌﾚｱ ﾏﾂﾀﾞ ｽｸﾗﾑﾄﾗｯｸ 日産 ｴﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ
ﾏﾂﾀﾞ ﾌﾚｱﾜｺﾞﾝｶｽﾀﾑｽﾀｲﾙ ﾏﾂﾀﾞ ｽｸﾗﾑﾊﾞﾝ ﾎﾝﾀﾞ ｼﾞｪｲﾄﾞ
ﾏﾂﾀﾞ CX-5 ﾏﾂﾀﾞ ｽｸﾗﾑﾜｺﾞﾝ ﾎﾝﾀﾞ ﾌﾘｰﾄﾞ+
ﾏﾂﾀﾞ CX-3 ｽﾊﾞﾙ ｽﾃﾗ ﾎﾝﾀﾞ ｼｬﾄﾙ
ﾏﾂﾀﾞ CX-8 ｽﾊﾞﾙ ﾌﾟﾚｵﾌﾟﾗｽ ﾎﾝﾀﾞ ﾌﾘｰﾄﾞﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ
ﾏﾂﾀﾞ ﾌﾚｱｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ ｽﾊﾞﾙ ｼﾌｫﾝ ﾎﾝﾀﾞ ﾌﾘｰﾄﾞ+ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ
ﾏﾂﾀﾞ ﾌﾚｱﾜｺﾞﾝﾀﾌｽﾀｲﾙ ｽﾊﾞﾙ ﾚｳﾞｫｰｸﾞ ﾎﾝﾀﾞ CR-V
三菱 RVR ｽﾊﾞﾙ WRX STI ﾏﾂﾀﾞ MAZDA6 SEDAN
ｽﾊﾞﾙ XV ｽﾊﾞﾙ WRX S4 ﾏﾂﾀﾞ MAZDA6 WAGON
ｽﾊﾞﾙ ﾌｫﾚｽﾀｰ ｽﾊﾞﾙ BRZ 三菱 eKｽﾍﾟｰｽ
ｽﾊﾞﾙ ｲﾝﾌﾟﾚｯｻG4 ｽﾊﾞﾙ ﾚｶﾞｼｨｱｳﾄﾊﾞｯｸ 三菱 eKﾜｺﾞﾝ
ｽﾊﾞﾙ ｲﾝﾌﾟﾚｯｻｽﾎﾟｰﾂ ｽﾊﾞﾙ ﾚｶﾞｼｨB4 三菱 ﾐﾗｰｼﾞｭ
ﾀﾞｲﾊﾂ ﾐﾗｲｰｽ ｽﾊﾞﾙ ﾃﾞｨｱｽﾜｺﾞﾝ 三菱 eKｸﾛｽ
ﾀﾞｲﾊﾂ ｳｪｲｸ ｽﾊﾞﾙ ｼﾞｬｽﾃｨ 三菱 ｱｳﾄﾗﾝﾀﾞｰPHEV
ﾀﾞｲﾊﾂ ﾀﾝﾄ ｽﾊﾞﾙ ｻﾝﾊﾞｰﾄﾗｯｸ 三菱 ｱｳﾄﾗﾝﾀﾞｰ
ﾀﾞｲﾊﾂ ｷｬｽﾄ ｽﾊﾞﾙ ｻﾝﾊﾞｰﾊﾞﾝ 三菱 ﾃﾞﾘｶD5
ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄｷｬﾃﾞｨｰ ﾀﾞｲﾊﾂ ｺﾍﾟﾝ 三菱 ﾃﾞﾘｶD2
ﾀﾞｲﾊﾂ ﾐﾗﾄｺｯﾄ ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ ﾀﾞｲﾊﾂ ｱﾙﾃｨｽ
ﾀﾞｲﾊﾂ ﾑｰｳﾞ ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄﾄﾗｯｸ ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ特装⾞
ﾀﾞｲﾊﾂ ﾑｰｳﾞｷｬﾝﾊﾞｽ ﾀﾞｲﾊﾂ ｱﾄﾚｰﾜｺﾞﾝ ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄﾄﾗｯｸ特装⾞
ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄﾗﾊﾟﾝ ﾀﾞｲﾊﾂ ﾄｰﾙ ｽｽﾞｷ ｷｬﾘｲ
ｽｽﾞｷ ｽﾍﾟｰｼｱ ﾀﾞｲﾊﾂ ﾒﾋﾞｳｽ ｽｽﾞｷ ｽｰﾊﾟｰｷｬﾘｲ
ｽｽﾞｷ ﾜｺﾞﾝR ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄｾﾀﾞﾝ ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄﾜｰｸｽ
ｽｽﾞｷ ｿﾘｵ ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄﾊﾞﾝ ﾚｸｻｽ RC
ｽｽﾞｷ ﾜｺﾞﾝRｽﾃｨﾝｸﾞﾚｰ ｽｽﾞｷ ｴﾌﾞﾘｨ ﾚｸｻｽ RC F
ｽｽﾞｷ ｿﾘｵﾊﾞﾝﾃﾞｨｯﾄ ｽｽﾞｷ ｴﾌﾞﾘｨﾜｺﾞﾝ ﾚｸｻｽ GS F
ｽｽﾞｷ ﾊｽﾗｰ ｽｽﾞｷ ｲｸﾞﾆｽ ﾚｸｻｽ LC
ｽｽﾞｷ ｽﾍﾟｰｼｱｷﾞｱ ｽｽﾞｷ ｸﾛｽﾋﾞｰ ﾚｸｻｽ ES
ｽｽﾞｷ ｽﾍﾟｰｼｱｶｽﾀﾑ ｽｽﾞｷ ｽｲﾌﾄ ﾚｸｻｽ UX
ｽｽﾞｷ ｼﾞﾑﾆｰ ｽｽﾞｷ ﾊﾞﾚｰﾉ ﾚｸｻｽ LX
ｽｽﾞｷ ｼﾞﾑﾆｰｼｴﾗ ｽｽﾞｷ ｽｲﾌﾄｽﾎﾟｰﾂ
ﾚｸｻｽ RX

配信⾞種数 56 配信⾞種数 55 配信⾞種数 54

9月17日(火) 1回目 9月18日(水) 2回目 9月19日(木) 3回目



新⾞データ配信予定表 3枚中2枚目

ﾐﾂｵｶ Viewt     ﾄﾖﾀ ｻｸｼｰﾄﾞﾊﾞﾝ ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ Passat Alltrack
ﾐﾂｵｶ 我流Galue ﾄﾖﾀ ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽﾊﾞﾝ ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ The Beetle
ﾐﾂｵｶ Ryugi ﾄﾖﾀ ﾀｳﾝｴｰｽﾄﾗｯｸ ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ Golf R Variant
ﾐﾂｵｶ Ryugi Wagon ﾄﾖﾀ ﾗｲﾄｴｰｽﾊﾞﾝ ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ Arteon
ﾐﾂｵｶ Himiko ﾄﾖﾀ ﾀｳﾝｴｰｽﾊﾞﾝ ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ Golf Touran
ﾐﾂｵｶ Rock Star ﾄﾖﾀ ﾗｲﾄｴｰｽﾄﾗｯｸ ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ Golf Alltrack
ﾐﾂｵｶ Viewt なでしこ ﾄﾖﾀ ﾊｲｴｰｽｺﾐｭｰﾀｰ ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ up
ﾏｲﾊﾞｯﾊ S-CLASS 日産 NT100ｸﾘｯﾊﾟｰ ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ Passat
ｴｰｴﾑｼﾞｰ S-CLASS Sedan 日産 ｼﾙﾌｨ ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ Polo
ｴｰｴﾑｼﾞｰ CLS-CLASS 日産 ﾌｰｶﾞ ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ Sharan
ｴｰｴﾑｼﾞｰ SLC-CLASS 日産 ﾃｨｱﾅ ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ Tiguan
ｴｰｴﾑｼﾞｰ GLS-CLASS 日産 ｼﾞｭｰｸ ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ Passat Variant
ｴｰｴﾑｼﾞｰ GLA-CLASS 日産 NV150 AD ｱｳﾃﾞｨ TT Coupe
ｴｰｴﾑｼﾞｰ S-CLASS Coupe 日産 ｱﾄﾗｽｶﾞｿﾘﾝ ｱｳﾃﾞｨ A5
ｴｰｴﾑｼﾞｰ AMG GT 日産 ｱﾄﾗｽﾃﾞｨｰｾﾞﾙ ｱｳﾃﾞｨ A4
ｴｰｴﾑｼﾞｰ GLE-CLASS Coupe 日産 NV200ﾊﾞﾈｯﾄﾜｺﾞﾝ ｱｳﾃﾞｨ A6
ｴｰｴﾑｼﾞｰ S-CLASS Cabriolet 日産 NV200ﾊﾞﾈｯﾄﾊﾞﾝ ｱｳﾃﾞｨ A8
ｴｰｴﾑｼﾞｰ GLC-CLASS 日産 NV350ｷｬﾗﾊﾞﾝﾛﾝｸﾞ ｱｳﾃﾞｨ S4
ｴｰｴﾑｼﾞｰ GLC-CLASS Coupe 日産 NV350ｷｬﾗﾊﾞﾝSﾛﾝｸﾞ ｱｳﾃﾞｨ A3 Sportback
ｴｰｴﾑｼﾞｰ AMG GT Roadster 日産 NV350ｷｬﾗﾊﾞﾝﾜｺﾞﾝ ｱｳﾃﾞｨ A6 Avant
ｴｰｴﾑｼﾞｰ E-CLASS Coupe 日産 ﾘｰﾌ ｱｳﾃﾞｨ S3 Sportback
ｴｰｴﾑｼﾞｰ E-CLASS Cabriolet 日産 ﾌｪｱﾚﾃﾞｨZ ｱｳﾃﾞｨ S5
ｴｰｴﾑｼﾞｰ G-CLASS 日産 ｽｶｲﾗｲﾝ ｱｳﾃﾞｨ A5 Sportback
ｴｰｴﾑｼﾞｰ SL-CLASS 日産 GT-R ｱｳﾃﾞｨ RS5
ｴｰｴﾑｼﾞｰ GLE-CLASS ﾎﾝﾀﾞ ｱｸﾃｨﾄﾗｯｸ ｱｳﾃﾞｨ A1
ｼﾞｰｴﾑ 18'CHEVROLET CAMARO ﾎﾝﾀﾞ ｲﾝｻｲﾄ ｱｳﾃﾞｨ A7 Sportback
ｼﾞｰｴﾑ 18'Cadillac ATS ﾎﾝﾀﾞ S660 ｱｳﾃﾞｨ S5 Sportback
ｼﾞｰｴﾑ 18'Cadillac CTS ﾎﾝﾀﾞ ｱｺｰﾄﾞﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ ｱｳﾃﾞｨ A1 Sportback
ｼﾞｰｴﾑ 19'CHEVROLET CAMARO ﾎﾝﾀﾞ ｼﾋﾞｯｸTYPE-R ｱｳﾃﾞｨ S7 Sportback
ｼﾞｰｴﾑ 19'Cadillac Escalade ﾎﾝﾀﾞ ｸﾞﾚｲｽ ｱｳﾃﾞｨ A4 allroad quattro
ｼﾞｰｴﾑ 18'Cadillac CTS-V ﾎﾝﾀﾞ ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ ｱｳﾃﾞｨ RS4 Avant
ｼﾞｰｴﾑ 18'Cadillac Escalade ﾎﾝﾀﾞ ｱｸﾃｨﾄﾗｯｸ特装⾞ ｱｳﾃﾞｨ SQ5
ｼﾞｰｴﾑ 18'Cadillac CT6 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾋﾞｯｸﾊｯﾁﾊﾞｯｸ ｱｳﾃﾞｨ A3 Sedan
ｼﾞｰｴﾑ 19'Cadillac XT5 CROSSOVER ﾎﾝﾀﾞ ｼﾋﾞｯｸｾﾀﾞﾝ ｱｳﾃﾞｨ S3 Sedan
ｼﾞｰｴﾑ 18'Cadillac XT5 CROSSOVER ﾎﾝﾀﾞ ｸﾗﾘﾃｨPHEV ｱｳﾃﾞｨ A4 Avant
ｼﾞｰｴﾑ 17'Cadillac ATS-V ﾏﾂﾀﾞ ﾛｰﾄﾞｽﾀｰ ｱｳﾃﾞｨ S4 Avant
ｼﾞｰｴﾑ 19'CHEVROLET CORVETTE ﾏﾂﾀﾞ ﾛｰﾄﾞｽﾀｰRF ｱｳﾃﾞｨ RS3 Sportback
ｼﾞｰｴﾑ 19'Cadillac CTS ﾏﾂﾀﾞ ﾎﾞﾝｺﾞﾊﾞﾝ2WD ｱｳﾃﾞｨ RS3 Sedan
ﾌｨｱｯﾄ Panda ﾏﾂﾀﾞ ﾎﾞﾝｺﾞﾊﾞﾝ4WD ｱｳﾃﾞｨ Q2
ﾌｨｱｯﾄ 500 ﾏﾂﾀﾞ ﾎﾞﾝｺﾞﾄﾗｯｸ2WD ｱｳﾃﾞｨ Q8
ﾌｨｱｯﾄ 500C ﾏﾂﾀﾞ ﾎﾞﾝｺﾞﾄﾗｯｸ4WD ｱｳﾃﾞｨ Q3
ﾌｨｱｯﾄ 500X ﾏﾂﾀﾞ ﾎﾞﾝｺﾞﾌﾞﾛｰﾆｲﾊﾞﾝ ｱｳﾃﾞｨ Q5
ｱﾙﾌｧﾛﾒｵ 4C ﾏﾂﾀﾞ ﾌｧﾐﾘｱﾊﾞﾝ ｱｳﾃﾞｨ Q7
ｱﾙﾌｧﾛﾒｵ 4C Spider 三菱 ﾀｳﾝﾎﾞｯｸｽ ｱｳﾃﾞｨ TTS Coupe
ｱﾙﾌｧﾛﾒｵ Stelvio 三菱 ﾐﾆｷｬﾌﾞﾊﾞﾝ ｱｳﾃﾞｨ TT Roadstar
ｱﾙﾌｧﾛﾒｵ Giulietta 三菱 ﾐﾆｷｬﾌﾞﾄﾗｯｸ ﾒﾙｾﾃﾞｽ･ﾍﾞﾝﾂ S-CLASS Sedan
ｼﾄﾛｴﾝ C3 三菱 i-MiEV ﾒﾙｾﾃﾞｽ･ﾍﾞﾝﾂ SL-CLASS
ｼﾄﾛｴﾝ DS3 三菱 ﾐﾆｷｬﾌﾞMiEV ﾒﾙｾﾃﾞｽ･ﾍﾞﾝﾂ G-CLASS
ｼﾄﾛｴﾝ GRAND C4 SPACETOURER 三菱 ｴｸﾘﾌﾟｽｸﾛｽ ﾎﾞﾙﾎﾞ 19'V40
ｼﾄﾛｴﾝ DS7 CROSSBACK ﾀﾞｲﾊﾂ ﾌﾞｰﾝ ﾎﾞﾙﾎﾞ 19’V60
ｼﾄﾛｴﾝ C5 AIRCROSS ｽｽﾞｷ ﾗﾝﾃﾞｨ ﾎﾞﾙﾎﾞ 20’XC60
ｼﾄﾛｴﾝ DS3 CROSSBACK ｽｽﾞｷ SX4 S-CROSS ﾎﾞﾙﾎﾞ 20’XC40

ｽｽﾞｷ ｴｽｸｰﾄﾞ ﾎﾞﾙﾎﾞ 18’S60
ｽｽﾞｷ ｷｬﾘｲ特装⾞ ﾎﾞﾙﾎﾞ 19’XC90
ﾚｸｻｽ GS ﾎﾞﾙﾎﾞ 19’V90
ﾚｸｻｽ IS
ﾚｸｻｽ LS
ﾚｸｻｽ CT
ﾚｸｻｽ NX
ｸﾗｲｽﾗｰ JEEP COMPASS
ｸﾗｲｽﾗｰ JEEP WRANGLER
ｸﾗｲｽﾗｰ JEEP Renegade
ｸﾗｲｽﾗｰ JEEP CHEROKEE
ｸﾗｲｽﾗｰ JEEP GRAND CHEROKEE

配信⾞種数 52 配信⾞種数 64 配信⾞種数 55
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ﾒﾙｾﾃﾞｽ･ﾍﾞﾝﾂ SLC-CLASS ﾗﾝﾎﾞﾙｷﾞｰﾆ MY19 Aventador S ﾌﾟｼﾞｮｰ 208
ﾒﾙｾﾃﾞｽ･ﾍﾞﾝﾂ CLS-CLASS ﾗﾝﾎﾞﾙｷﾞｰﾆ MY20 Aventador S ﾌﾟｼﾞｮｰ 2008
ﾒﾙｾﾃﾞｽ･ﾍﾞﾝﾂ A-CLASS ﾗﾝﾎﾞﾙｷﾞｰﾆ MY19 URUS ﾌﾟｼﾞｮｰ 5008
ﾒﾙｾﾃﾞｽ･ﾍﾞﾝﾂ GLE-CLASS ﾗﾝﾎﾞﾙｷﾞｰﾆ MY20 URUS ﾌﾟｼﾞｮｰ 308
ﾒﾙｾﾃﾞｽ･ﾍﾞﾝﾂ B-CLASS ﾗﾝﾎﾞﾙｷﾞｰﾆ MY19 Aventador SVJ ﾌﾟｼﾞｮｰ 308SW
ﾒﾙｾﾃﾞｽ･ﾍﾞﾝﾂ GLS-CLASS ﾗﾝﾎﾞﾙｷﾞｰﾆ MY20 Aventador SVJ ﾌﾟｼﾞｮｰ 3008
ﾒﾙｾﾃﾞｽ･ﾍﾞﾝﾂ GLC-CLASS ﾗﾝﾎﾞﾙｷﾞｰﾆ MY19 Huracan ﾌﾟｼﾞｮｰ 508
ﾒﾙｾﾃﾞｽ･ﾍﾞﾝﾂ E-CLASS Coupe ﾗﾝﾎﾞﾙｷﾞｰﾆ MY20 Huracan ﾌﾟｼﾞｮｰ 508SW
ﾒﾙｾﾃﾞｽ･ﾍﾞﾝﾂ E-CLASS Cabriolet ﾄﾖﾀ ｳﾞｨｯﾂ(ｳｪﾙｷｬﾌﾞ) ﾙﾉｰ LUTECIA
ﾒﾙｾﾃﾞｽ･ﾍﾞﾝﾂ GLA-CLASS ﾄﾖﾀ ﾎﾟﾙﾃ(ｳｪﾙｷｬﾌﾞ) ﾙﾉｰ KANGOO
ﾒﾙｾﾃﾞｽ･ﾍﾞﾝﾂ S-CLASS Coupe ﾄﾖﾀ ｼｴﾝﾀ(ｳｪﾙｷｬﾌﾞ) ﾙﾉｰ TWINGO
ﾒﾙｾﾃﾞｽ･ﾍﾞﾝﾂ GLE-CLASS Coupe ﾄﾖﾀ ｽﾍﾟｲﾄﾞ(ｳｪﾙｷｬﾌﾞ) ﾙﾉｰ CAPTUR
ﾒﾙｾﾃﾞｽ･ﾍﾞﾝﾂ S-CLASS Cabriolet ﾄﾖﾀ ﾌﾟﾘｳｽ(ｳｪﾙｷｬﾌﾞ) ﾎﾝﾀﾞ NSX
ﾒﾙｾﾃﾞｽ･ﾍﾞﾝﾂ GLC-CLASS Coupe ﾄﾖﾀ ｱｸｱ(ｳｪﾙｷｬﾌﾞ) ﾏﾂﾀﾞ ﾌﾚｱﾜｺﾞﾝ(iｼﾘｰｽﾞ)
ﾒﾙｾﾃﾞｽ･ﾍﾞﾝﾂ A-CLASS Sedan ﾄﾖﾀ ｱﾘｵﾝ(ｳｪﾙｷｬﾌﾞ) ﾏﾂﾀﾞ CX-5(iｼﾘｰｽﾞ)
ﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ 7Series ﾄﾖﾀ ﾌﾟﾚﾐｵ(ｳｪﾙｷｬﾌﾞ) ﾀﾞｲﾊﾂ ﾀﾝﾄ(ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟ)
ﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ MINI CONVERTIBLE ﾄﾖﾀ ﾙｰﾐｰ(ｳｪﾙｷｬﾌﾞ) ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ(ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟ)
ﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ Z4 ﾄﾖﾀ ﾀﾝｸ(ｳｪﾙｷｬﾌﾞ) ﾀﾞｲﾊﾂ ｱﾄﾚｰﾜｺﾞﾝ(ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟ)
ﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ X5 ﾄﾖﾀ ﾌﾟﾘｳｽα(ｳｪﾙｷｬﾌﾞ) ﾀﾞｲﾊﾂ ﾑｰｳﾞ(ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟ)
ﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ MINI ﾄﾖﾀ ﾌﾟﾘｳｽPHV(ｳｪﾙｷｬﾌﾞ) ｽｽﾞｷ ｽﾍﾟｰｼｱ(ｳｨｽﾞｼﾘｰｽﾞ)
ﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ X1 ﾄﾖﾀ ｴｽｸｧｲｱ(ｳｪﾙｷｬﾌﾞ) ｽｽﾞｷ ﾜｺﾞﾝR(ｳｨｽﾞｼﾘｰｽﾞ)
ﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ MINI CROSSOVER ﾄﾖﾀ ﾉｱ(ｳｪﾙｷｬﾌﾞ) ｽｽﾞｷ ﾜｺﾞﾝRｽﾃｨﾝｸﾞﾚｰ(ｳｨｽﾞｼﾘｰｽﾞ)
ﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ MINI CLUBMAN ﾄﾖﾀ ｴｽﾃｨﾏ(ｳｪﾙｷｬﾌﾞ)
ﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ X4 ﾄﾖﾀ ｴｽﾃｨﾏﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ(ｳｪﾙｷｬﾌﾞ)
ﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ MINI JOHN COOPER WORKS ﾄﾖﾀ ｶﾛｰﾗﾌｨｰﾙﾀﾞｰ(ｳｪﾙｷｬﾌﾞ)
ﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ X7 ﾄﾖﾀ ｱﾙﾌｧｰﾄﾞ(ｳｪﾙｷｬﾌﾞ)
ﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ 3Series GranTurismo ﾄﾖﾀ ｳﾞｪﾙﾌｧｲｱ(ｳｪﾙｷｬﾌﾞ)
ﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ M4 Coupe ﾄﾖﾀ ｳﾞｫｸｼｰ(ｳｪﾙｷｬﾌﾞ)
ﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ 4Series Gran Coupe ﾄﾖﾀ ﾚｼﾞｱｽｴｰｽﾊﾞﾝ(ｳｪﾙｷｬﾌﾞ)
ﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ 4Series Cabriolet ﾄﾖﾀ ﾊｲｴｰｽﾊﾞﾝ(ｳｪﾙｷｬﾌﾞ)
ﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ 4Series Coupe 日産 ﾃﾞｲｽﾞﾙｰｸｽ(LVｼﾘｰｽﾞ)
ﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ 2Series Coupe 日産 ｷｭｰﾌﾞ(LVｼﾘｰｽﾞ)
ﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ 2Series Cabriolet 日産 ﾉｰﾄ(LVｼﾘｰｽﾞ)
ﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ 2Series Active Tourer 日産 ﾃﾞｲｽﾞ(LVｼﾘｰｽﾞ)
ﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ 2Series Gran Tourer 日産 ｼﾙﾌｨ(LVｼﾘｰｽﾞ)
ﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ M2 Competition 日産 ｴｸｽﾄﾚｲﾙ(LVｼﾘｰｽﾞ)
ﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ X2 日産 NV200ﾊﾞﾈｯﾄﾊﾞﾝ(LVｼﾘｰｽﾞ)
ﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ 8Series Coupe 日産 ｴﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ(LVｼﾘｰｽﾞ)
ﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ 8Series Cabriolet ﾎﾝﾀﾞ N-BOX(福祉⾞両)
ﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ M5 Competition ﾎﾝﾀﾞ ｵﾃﾞｯｾｲ(福祉⾞両)
ﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ M4 Cabriolet ﾎﾝﾀﾞ ﾌｨｯﾄﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ(福祉⾞両)
ﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ 6Series Gran Coupe ﾎﾝﾀﾞ ﾌﾘｰﾄﾞ+(福祉⾞両)
ﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ X3 ﾎﾝﾀﾞ ﾌﾘｰﾄﾞ(福祉⾞両)
ﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ 3Series Touring ﾎﾝﾀﾞ ﾌｨｯﾄ(福祉⾞両)
ﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ X6 ﾎﾝﾀﾞ ｸﾞﾚｲｽﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ(福祉⾞両)
ﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ X5 M ﾎﾝﾀﾞ ｼｬﾄﾙ(福祉⾞両)
ﾋﾞｰｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ X6 M ﾎﾝﾀﾞ ｸﾞﾚｲｽ(福祉⾞両)
ﾄﾖﾀ ｶﾛｰﾗｾﾀﾞﾝ ﾎﾝﾀﾞ ﾌﾘｰﾄﾞﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ(福祉⾞両)
ﾄﾖﾀ ｶﾛｰﾗﾂｰﾘﾝｸﾞ ﾎﾝﾀﾞ ﾌﾘｰﾄﾞ+ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ(福祉⾞両)

ﾎﾝﾀﾞ ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ(福祉⾞両)
ﾎﾝﾀﾞ ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝｽﾊﾟｰﾀﾞ(福祉⾞両)

配信⾞種数 49 配信⾞種数 51 配信⾞種数 22

9月26日(木) 7回目 9月27日(⾦) 8回目 9月30日(月) 9回目




