『アップルEGS保証PLUS』 保証対象部品
エンジン機構
■シリンダーブロック
■シリンダーヘッド
■ピストン
■コンロッド
■クランクシャフト
■オイルパン
■フライホイール
■オイルダンパー
■ローター
■ローターハウジング
■サイドハウジング
■エキセントリックシャフト
■ステーショナリーギア
■オイルテンショナー
■ ※タイミングベルト
■タイミングチェーン
■グロープラグ
■ EGR
■マニホールド
■インレットマニホールド
■エクゾーストマニホールド
■ターボチャージャー
■インタークーラー
■バルブロッカーアーム
■プッシュロッド
■カムシャフト
■エキゾーストバルブ
■インレットバルブ
■バルブスプリング
■バルブリテーナー
■バルブガイド
■バルブロッカーシャフト
■バルブリフター(タペット)
■エンジンECU
■ディストリビューター
■イグニッションコイル

■ヒーターコア
■ヒーターユニット
■ヒーターウォーターバルブ
■エアコンコンプレッサー
■エアコンコンプレッサーマグネット
■エアコンコンデンサー
■エアコンエバポレーター
■エアコンエキスパンションバルブ
■エアコンレシーバー
■エアコンユニット
■電動ファン
■エアコンコントロール（マルチディスプレイ除く)
■クーラーガス
■インテークドアアクチュエーター
■エアミックスアクチュエーター
■モードドアアクチュエータ
■エアコンリレー

■ラテラルロッド
■スタビライザー
■テンションロッド
■ナックルアーム
■サスペンションロッド
■コントロールアッパーアーム
■コントロールロアアーム
■サスペンションクロスメンバー
■ブレーキドラム
■ブレーキキャリパー
■ブレーキブースター
■ブレーキマスターシリンダー
■ブレーキホース
■パーキングブレーキ
■ ABS
■ブレーキホイールシリンダー
■スタビライザーリンク
■ブッシュ類
■トーションバー
■サスペンションストラット
■サスペンションボールジョイント

エアバッグ／シート／制御機構
■シートベルト
■シートベルトバックル
■エアバッグECU
■スパイラルケーブル
■エアバッグユニット

動力伝達機構

吸排気・燃料機構
■キャニスター
■フューエルインジェクター
■フューエルプレッシャーレギュレーター ■フロート
■キャブレター
■燃料噴射ノズル
■フューエルインジェクションECU
■燃料噴射ポンプ
■タイミングバルブ
■スロットルボディ
■バキュームユニット
■インジェクションポンプ
■エアフローメーター（エアマスセンサー） ■プレッシャーレギュレーター
■エアレギュレーター
■プレッシャーレギュレーター
■エキゾーストパイプ
■アイドル回転制御バルブ（ISCV)
■マフラー
■アイドルアジャストスクリュー
■ブローバイガス循環還元装置
■コンバーターハウジング
■ブローバイガス冷却装置
■触媒
■フューエルポンプ
■エアーポンプ

サスペンション／ブレーキ機構

エアコン機構

ステアリング機構

■ハイテンションケーブル
■パワーステアリングECU
■オイルポンプ
■ステアリングギアボックス
■オイルストレーナー
■パワーステアリングポンプ
■オイルタペット
■電動パワーステアリング
■ラジエーター
(EPS)
■冷却ファン
■タイロッド
■ファンプーリー
■タイロッドエンド
■ウォーターポンプ
■アイドラーアーム
■サーモスタット
■ステアリングコラム
■スターターモーター
■パワーステアリング
■オルタネーター
コントロールユニット
■ ICレギュレーター
■ステリングシャフト
■イグニッションスイッチ
■各リレー
■エンジンECU
■サーモハウジング
■オイルクーラー
■バルブシート
■タイミングギア
■アイドラー
■チェーンテンショナー
■タペットギア
■ウェイストゲートバルブ
■スーパーチャージャー
■コンプレッサー
■ブローオフバルブ
■共鳴過給ユニット
■クランクケースベンチレーションバルブ
■クランクケースベンチレーションホース
■クランクケースベンチレーションヒーター
■エンジンフロントカバー
■エンジンプーリー
■エンジン各シール、ガスケット、
パッキン、Ｏリング
■ラッシュアジャスター

プレミアム ：黒＋オレンジ＋赤
スタンダード ：黒＋オレンジ
ライト
：黒

ハイブリッド機構
■ジェネレーター
■駆動用モーター
■インバーター
■ハイブリッド制御コンピューター
■コンバーター
■パワーコントロールユニット
■動力分割機構
■リダクションギア
■回生ブレーキ機構
■駆動用バッテリー

■シンクロメッシュ
■ M/Tミッション
■トルクコンバーター
■ソレノイドバルブ
■ ATミッション
■ A/Tクーラーホース
■電磁クラッチ
■ CVTミッション
■ ATセレクトレバー
■ CVTステップモーター
■クラッチカバー
■クラッチマスターシリンダー
■クラッチレリーズベアリング
■レリーズフォーク
■プッシュロッド
■クラッチパイプ

■クラッチホース
■レリーズケーブル
■ CVT回転バルブ
■ミッションECU
■デフドライブピニオンギア
■デフピニオンギア
■デフサイドギア
■デフリングギア
■ LSD
■トランスファー
■ドライブシャフト
■アクスルシャフト
■プロペラシャフト
■フロントアクスル
■リアアクスル
■等速ジョイント

■ユニバーサルジョイント
■ホイールハブ
■ボールジョイント
■AT各シール、ガスケット、
パッキン、Ｏリング
■クラッチレリーズ
■クラッッチマスターポンプ
■ ※クラッチディスク
■デフ各シール、ガスケット、
パッキン、Ｏリング
■ミッションマウント
■アクチュエーター(セミA/T)
■シフトメカニズム
■シフトECU

×
その他部品
■ロアサッシュ
■ウィンドウレギュレーター
■ドアロックアクチュエーター
■ドアロック
■ドアロックモーター
■ドアロックスイッチ
■ドアロックスピードセンサー
■ドアロックコントローラー
■ドアロック配線
■ドアミラー配線
■ミラー角度調整機構
■電動格納ミラー機構
■電動格納スイッチ
■オートスライドドア
■オートスライドドアモーター
■オートスライドドアセンサー
■オートスライドドアスイッチ
■オートスライドドア配線
■オートクロージャー
■リモコンキー・スマートキー
■ミラーヒーター
■ミラーコントロール本体一式
■キーレスエントリー
（キーバッテリー除く）
■オートスライドドア
コントロールユニット
■ワイパーリレー
■ HIDバーナー
■ HIDコントロールユニット
■ HIDインバーター
■ HIDバルブ
■ HIDバラスト
■アクセルペダルモジュール
■ブレーキペダル
■スピードメーター
■スピードメーターケーブル
■エンジンタコメーター
■フューエルメーター
■水温計
■油温計
■トリップコンピューター
■カーオーディオ
■オーディオアンプ
■チューナー
■スピーカー
■ CD、MD、DVDチェンジャー
■カーナビゲーション
■モニター
■ PDC
■イモビライザー

モーター・センサー部品
■保証部位のスイッチ
■パワーウィンドウモーター
■パワーウィンドウアンプ
■ドアミラー(鏡面コントロール)用モーター
■ブロアーファンモーター
■ブロアーファンモーターレジスター
■オイルプレッシャースイッチ
■リバースランプスイッチ
■ストップランプスイッチ
■酸素(O2)センサー
■ノックセンサー
■スピードセンサー
■スロットルポジションセンサー
■クランク角センサー
■カムセンサー
■ラジエター水温センサー
■吸気温センサー
■吸気圧センサー
■排気温センサー
■エアフローセンサー
■オイルコンディションセンサー
■バキュームセンサー
■フューエルレベルセンサー
■ステアリング舵角センサー
■エアバッグセンサー
■エアコン圧力センサー
■エアコン水温センサー
■外気温センサー
■室内温センサー
■エアコン日射センサー
■油温センサー
■プレッシャーセンサー
■ワイパーモーター
■リアワイパーモーター
■ウオッシャーポンプ用モーター
■カーアンテナ用モーター

「※」マークの部位は１０年/１０万ｋｍとなります
詳しくは保証対象部品リストでご確認ください
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