
部品構成表(BOM)

カテゴリー 大分類 中分類 小分類

エンジン
エンジン主構造部品

シリンダーブロック

シリンダーライナー

シリンダーヘッド

シリンダーヘッドカバー

シリンダーヘッドガスケット

シリンダーヘッドボルト

ピストン

ピストンリング

ピストンピン

コンロッド

コンロッドボルト

コンロッドブシュ

クランクシャフト

バランスシャフト

バランスシャフトギア

ベアリングキャップ

オイルパン

クランクケース

クランクケースベンチレーションシステム

クランクケースベンチレーションバルブ

ベッドプレート

エンジンフロントカバー

エンジンプーリー

トーショナルダンパー

フライホイール

フライホイールリングギア

ドライブプレート

ドライブプレートリングギア

エンジンカバー

エンジン構造部品
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https://dictionary.marklines.com/ja/engine/
https://dictionary.marklines.com/ja/cylinder-block/
https://dictionary.marklines.com/ja/cylinder-liner/
https://dictionary.marklines.com/ja/cylinder-head/
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https://dictionary.marklines.com/ja/cylinder-head-gasket/
https://dictionary.marklines.com/ja/cylinder-head-bolt/
https://dictionary.marklines.com/ja/piston/
https://dictionary.marklines.com/ja/piston-ring/
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https://dictionary.marklines.com/ja/con-rod/
https://dictionary.marklines.com/ja/connecting-rod-bolt/
https://dictionary.marklines.com/ja/connecting-rod-bush/
https://dictionary.marklines.com/ja/crankshaft/
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https://dictionary.marklines.com/ja/balance-shaft-gear/
https://dictionary.marklines.com/ja/bearing-cap/
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https://dictionary.marklines.com/ja/crankcase-ventilation-system/
https://dictionary.marklines.com/ja/crankcase-ventilation-valve/
https://dictionary.marklines.com/ja/bed-plate/
https://dictionary.marklines.com/ja/engine-front-cover/
https://dictionary.marklines.com/ja/engine-pulley/
https://dictionary.marklines.com/ja/torsional-damper/
https://dictionary.marklines.com/ja/flywheel/
https://dictionary.marklines.com/ja/flywheel-ring-gear/
https://dictionary.marklines.com/ja/drive-plate/
https://dictionary.marklines.com/ja/drive-plate-ring-gear/
https://dictionary.marklines.com/ja/oil-seal/


部品構成表(BOM)

カテゴリー 大分類 中分類 小分類

エアー/フューエルマネージメント要素部品

エアー/フューエルモジュール

エアーインテークモジュール

インテークマニホールドモジュール

インテークマニホールド

エアークリーナー

エアークリーナーエレメント

エアークリーナーケース

エアインテークレゾネーター

キャブレター

オートマチックチョーク

キャブレター部品

エアー/フューエルマネージメント部品

ガソリン燃料噴射システム

フューエルレイル

フューエルインジェクター

燃料噴射ノズル

燃料噴射ノズルホルダー

電子スロットル制御システム

スロットルボディ

スロットルバルブ

エアフローメーター

プレッシャーレギュレーター

アイドル回転制御バルブ

スワールコントロールバルブ

ディーゼル燃料噴射システム

ディーゼル燃料噴射ポンプ

インジェクションノズル

フィードポンプ

ディーゼルフューエルフィルター

高圧パイプ

フューエルギャラリー
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https://dictionary.marklines.com/ja/air-fuel-management/
https://dictionary.marklines.com/ja/air-fuel-module/
https://dictionary.marklines.com/ja/air-intake-module/
https://dictionary.marklines.com/ja/intake-manifold-module/
https://dictionary.marklines.com/ja/intake-manifold/
https://dictionary.marklines.com/ja/air-cleaner-2/
https://dictionary.marklines.com/ja/air-cleaner-element/
https://dictionary.marklines.com/ja/air-clearner-case/
https://dictionary.marklines.com/ja/air-intake-resonator/
https://dictionary.marklines.com/ja/carburetor/
https://dictionary.marklines.com/ja/automatic-choke/
https://dictionary.marklines.com/ja/carburetor-gasket/
https://dictionary.marklines.com/ja/intake-manifold-gasket/
https://dictionary.marklines.com/ja/gasoline-fuel-injection-system/
https://dictionary.marklines.com/ja/fuel-rail/
https://dictionary.marklines.com/ja/fuel-injector/
https://dictionary.marklines.com/ja/fuel-injection-nozzle/
https://dictionary.marklines.com/ja/fuel-injection-nozzle-holder/
https://dictionary.marklines.com/ja/electronic-throttle-control-system/
https://dictionary.marklines.com/ja/throttle-body-2/
https://dictionary.marklines.com/ja/throttle-valve-2/
https://dictionary.marklines.com/ja/air-flow-meter/
https://dictionary.marklines.com/ja/pressure-regulator/
https://dictionary.marklines.com/ja/idle-rotation-control-valve/
https://dictionary.marklines.com/ja/swirl-control-valve/
https://dictionary.marklines.com/ja/diesel-fuel-injection-system/
https://dictionary.marklines.com/ja/diesel-fuel-injection-pump/
https://dictionary.marklines.com/ja/injection-nozzle/
https://dictionary.marklines.com/ja/feed-pump/
https://dictionary.marklines.com/ja/diesel-fuel-filter/
https://dictionary.marklines.com/ja/high-pressure-pipe/
https://dictionary.marklines.com/ja/fuel-gallery/


部品構成表(BOM)

カテゴリー 大分類 中分類 小分類

コモンレール

代替燃料システム

LPGシステム

LPGシステム部品

CNGシステム

CNGシステム部品

フューエルハンドリング＆エバポシステム

フューエルポンプモジュール

フューエルポンプ

フューエルポンプハウジング

フューエルポンプ部品

フューエルフィルター

フューエルフィルターハウジング

フューエルフィルター部品

フューエルチューブ

フューエルホース

フューエルエバポレーター

キャニスター

キャニスターフィルター

CCPソレノイド

フューエルハンドリング＆エバポシステム部品

排気システム

エキゾーストモジュール

エキゾーストマニホールド

エキゾーストパイプ

マフラー

レゾネーター

触媒コンバーター

コンバーターハウジング

触媒担体

触媒

触媒コンバーター部品
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https://dictionary.marklines.com/ja/common-rail/
https://dictionary.marklines.com/ja/alternative-fuel-system/
https://dictionary.marklines.com/ja/lpg-system/
https://dictionary.marklines.com/ja/lpg-system-parts/
https://dictionary.marklines.com/ja/cng-system/
https://dictionary.marklines.com/ja/cng-system-component/
https://dictionary.marklines.com/ja/fuek-handling-evaporation-system/
https://dictionary.marklines.com/ja/fuel-pump-module/
https://dictionary.marklines.com/ja/fuel-pump/
https://dictionary.marklines.com/ja/fuel-pump-housing/
https://dictionary.marklines.com/ja/fuel-pump-component/
https://dictionary.marklines.com/ja/fuel-filter/
https://dictionary.marklines.com/ja/fuel-filter-housing/
https://dictionary.marklines.com/ja/fuel-filter-element/
https://dictionary.marklines.com/ja/fuel-tube/
https://dictionary.marklines.com/ja/fuel-hose/
https://dictionary.marklines.com/ja/fuel-evaporator/
https://dictionary.marklines.com/ja/canister/
https://dictionary.marklines.com/ja/canister-filter/
https://dictionary.marklines.com/ja/ccp-solenoid/
https://dictionary.marklines.com/ja/fuel-handling-evaporation-component/
https://dictionary.marklines.com/ja/exhaust-system/
https://dictionary.marklines.com/ja/exhaust-module/
https://dictionary.marklines.com/ja/exhaust-manifold/
https://dictionary.marklines.com/ja/exhaust-pipe/
https://dictionary.marklines.com/ja/muffler/
https://dictionary.marklines.com/ja/resonator/
https://dictionary.marklines.com/ja/catalytic-converter/
https://dictionary.marklines.com/ja/converter-housing/
https://dictionary.marklines.com/ja/catalyst-carrier/
https://dictionary.marklines.com/ja/catalyst/
https://dictionary.marklines.com/ja/catalyst-converter-component/


部品構成表(BOM)

カテゴリー 大分類 中分類 小分類

エキゾーストガスケット

EGRバルブ

EGRクーラー

EGRパイプ

エアーポンプ

排気系部品

バルブトレイン

吸気バルブ

排気バルブ

バルブスプリング

バルブリテーナー

バルブロッカーアーム

バルブロッカーシャフト

バルブリフター（タペット）

バルブシート

バルブガイド

プッシュロッド

カムシャフト

タイミングチェーン･ベルト

タイミングギア

アイドラー

チェーンテンショナー

バルブトレイン部品

点火システム

イグニッションモジュール

ディストリビューター

イグニッションコイル

イグナイター

スパークプラグ

グロープラグ

ハイテンションケーブル

コンタクトブレーカー
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https://dictionary.marklines.com/ja/exhaust-gasket/
https://dictionary.marklines.com/ja/egr-valve/
https://dictionary.marklines.com/ja/egr-cooler/
https://dictionary.marklines.com/ja/egr-pipe/
https://dictionary.marklines.com/ja/air-pump/
https://dictionary.marklines.com/ja/exhaust-component/
https://dictionary.marklines.com/ja/valve-train/
https://dictionary.marklines.com/ja/intake-valve/
https://dictionary.marklines.com/ja/exhaust-valve/
https://dictionary.marklines.com/ja/valve-spring/
https://dictionary.marklines.com/ja/valve-retainer/
https://dictionary.marklines.com/ja/valve-rocker-arm/
https://dictionary.marklines.com/ja/valverocker-shaft/
https://dictionary.marklines.com/ja/valve-lifter/
https://dictionary.marklines.com/ja/valve-seat/
https://dictionary.marklines.com/ja/valve-guide/
https://dictionary.marklines.com/ja/push-rod/
https://dictionary.marklines.com/ja/camshaft/
https://dictionary.marklines.com/ja/timing-chain-belt/
https://dictionary.marklines.com/ja/timing-gear/
https://dictionary.marklines.com/ja/idler/
https://dictionary.marklines.com/ja/chain-tensioner/
https://dictionary.marklines.com/ja/lush-adjuster/
https://dictionary.marklines.com/ja/ignition-system/
https://dictionary.marklines.com/ja/ignition-module/
https://dictionary.marklines.com/ja/distributer/
https://dictionary.marklines.com/ja/ignition-coil/
https://dictionary.marklines.com/ja/igniter/
https://dictionary.marklines.com/ja/spark-plug/
https://dictionary.marklines.com/ja/glow-plug/
https://dictionary.marklines.com/ja/high-tension-cable/
https://dictionary.marklines.com/ja/contact-braker/


部品構成表(BOM)

カテゴリー 大分類 中分類 小分類

点火系部品
過給機

ターボチャージャー

タービンホイール

ターボハウジング

ターボベアリング

ウェイストゲートバルブ

ターボチャージャー部品

スーパーチャージャー

過給機インタークーラー

過給機部品

エンジン潤滑装置

オイルポンプ

オイルフィルター

オイルストレーナー

オイルクーラー

オイルシール

オイルレベルゲージ

エンジン潤滑系部品

エンジン冷却装置

エンジン冷却モジュール

冷却ファンモジュール

冷却ファンコントロールモジュール

ラジエーター

ラジエーターキャップ

冷却ファン

冷却ファンカップリング

ラジエーターファンシュラウド

冷却ファンベルト

ラジエーターホース

ラジエーターホースクリップ

ウォーターポンプ
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https://dictionary.marklines.com/ja/super-charger/
https://dictionary.marklines.com/ja/turbo-charger/
https://dictionary.marklines.com/ja/turbin-wheel/
https://dictionary.marklines.com/ja/turbo-housing/
https://dictionary.marklines.com/ja/turbo-bearing/
https://dictionary.marklines.com/ja/waste-gate-valve/
https://dictionary.marklines.com/ja/compressor-wheel/
https://dictionary.marklines.com/ja/supercharger/
https://dictionary.marklines.com/ja/supercharger-inter-cooler/
https://dictionary.marklines.com/ja/lubricating-system/
https://dictionary.marklines.com/ja/oil-pump/
https://dictionary.marklines.com/ja/oil-filter/
https://dictionary.marklines.com/ja/oil-strainer/
https://dictionary.marklines.com/ja/oil-cooler/
https://dictionary.marklines.com/ja/oil-seal-3/
https://dictionary.marklines.com/ja/oil-level-gauge/
https://dictionary.marklines.com/ja/dry-sump-system/
https://dictionary.marklines.com/ja/engine-cooling-system/
https://dictionary.marklines.com/ja/engine-cooling-module/
https://dictionary.marklines.com/ja/cooling-fan-module/
https://dictionary.marklines.com/ja/cooling-fan-control-module/
https://dictionary.marklines.com/ja/radiator/
https://dictionary.marklines.com/ja/radiator-cap/
https://dictionary.marklines.com/ja/cooling-fan/
https://dictionary.marklines.com/ja/cooling-fan-coupling/
https://dictionary.marklines.com/ja/radiator-fan-shroud/
https://dictionary.marklines.com/ja/cooling-fan-belt/
https://dictionary.marklines.com/ja/radiator-hose/
https://dictionary.marklines.com/ja/radiator-hose-clip/
https://dictionary.marklines.com/ja/water-pump/


部品構成表(BOM)

カテゴリー 大分類 中分類 小分類

ラジエーターリザーバータンク

サーモスタット

ラジエーターマウントゴム

ラジエーターマウントブラケット

エンジン冷却系部品

エンジン電装品

スターターモーター

オルタネーター

バッテリー

バッテリーケーブル

バッテリーチャージャー

ヒューズ

ヒューズボックス

ジャンクションボックス

電圧レギュレーター

イグニッションスイッチ

エンジン電装部品

エンジンコントロール部品

エンジンECU

故障診断装置（OBD）

エンジンコントロール部品

エンジン部品

エンジンマウント

エンジンマウントゴム
エンジンマウントブラケット

Vベルト

エンジン部品

ドライブトレイン

クラッチ

クラッチカバーCOMP

クラッチカバー

クラッチスプリング
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https://dictionary.marklines.com/ja/radiator-reservoir-tank/
https://dictionary.marklines.com/ja/thermostat/
https://dictionary.marklines.com/ja/radiator-mount-rubber/
https://dictionary.marklines.com/ja/radiator-mount-bracket/
https://dictionary.marklines.com/ja/engine-cooling-component/
https://dictionary.marklines.com/ja/electrical-component-of-engine/
https://dictionary.marklines.com/ja/starter-motor/
https://dictionary.marklines.com/ja/alternator/
https://dictionary.marklines.com/ja/battery/
https://dictionary.marklines.com/ja/battery-cable/
https://dictionary.marklines.com/ja/battery-charger/
https://dictionary.marklines.com/ja/fuse/
https://dictionary.marklines.com/ja/fuse-box/
https://dictionary.marklines.com/ja/junction-box/
https://dictionary.marklines.com/ja/voltage-regulator/
https://dictionary.marklines.com/ja/ignition-switch/
https://dictionary.marklines.com/ja/engine-control/
https://dictionary.marklines.com/ja/engine-ecu/
https://dictionary.marklines.com/ja/on-board-diagnostics/
https://dictionary.marklines.com/ja/engine-mount-component/
https://dictionary.marklines.com/ja/engine-mount/
https://dictionary.marklines.com/ja/engine-mount-rubber/
https://dictionary.marklines.com/ja/engine-mount-bracket/
https://dictionary.marklines.com/ja/v-belt/
https://dictionary.marklines.com/ja/clutch/
https://dictionary.marklines.com/ja/clutch-cover-comp/
https://dictionary.marklines.com/ja/clutch-cover/
https://dictionary.marklines.com/ja/clutch-spring/


部品構成表(BOM)

カテゴリー 大分類 中分類 小分類

クラッチプレッシャープレート

クラッチディスク

クラッチフェーシング

クラッチマスターシリンダー/ポンプ

クラッチ部品

マニュアルトランスミッション

シフトレバー

シフトレバー部品

シフトフォーク

ミッションケース

トランスミッションシャフト

インプットシャフト

カウンターシャフト

アウトプットシャフト

トランスミッションギア

ミッションリヤカバー

シンクロナイザーハブ

シンクロナイザーリング

スリーブ

ミッションドライブチェーン・ベルト

マニュアルトランスミッション部品

オートマチックトランスミッション

A/Tシフトレバー

トルクコンバーター

トルクコンバーター部品

ロックアップ機構

ロックアップ機構部品

A/Tプラネタリーギア

A/Tサンギア

A/Tピニオンギア

A/Tキャリア

A/Tクラッチ
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https://dictionary.marklines.com/ja/clutch-pressure-plate/
https://dictionary.marklines.com/ja/clutch-disc/
https://dictionary.marklines.com/ja/clutch-facing/
https://dictionary.marklines.com/ja/clutch-master-cylinder-pump/
https://dictionary.marklines.com/ja/clutch-parts/
https://dictionary.marklines.com/ja/manual-transmission/
https://dictionary.marklines.com/ja/shift-lever/
https://dictionary.marklines.com/ja/shift-nob/
https://dictionary.marklines.com/ja/shift-fork/
https://dictionary.marklines.com/ja/mission-case/
https://dictionary.marklines.com/ja/transmission-shaft/
https://dictionary.marklines.com/ja/input-shaft/
https://dictionary.marklines.com/ja/counter-shaft/
https://dictionary.marklines.com/ja/output-shaft/
https://dictionary.marklines.com/ja/transmission-gear/
https://dictionary.marklines.com/ja/mission-rear-cover/
https://dictionary.marklines.com/ja/synchronizer-hub/
https://dictionary.marklines.com/ja/synchronizer-ring/
https://dictionary.marklines.com/ja/sleeve/
https://dictionary.marklines.com/ja/mission-drive-chain-belt/
https://dictionary.marklines.com/ja/oil-seal-2/
https://dictionary.marklines.com/ja/automatic-transmission/
https://dictionary.marklines.com/ja/at-shift-lever/
https://dictionary.marklines.com/ja/torque-converter/
https://dictionary.marklines.com/ja/stater/
https://dictionary.marklines.com/ja/rock-up-system/
https://dictionary.marklines.com/ja/rock-up-system-component/
https://dictionary.marklines.com/ja/at-planetary-gear/
https://dictionary.marklines.com/ja/at-sun-gear/
https://dictionary.marklines.com/ja/at-pinion-gear/
https://dictionary.marklines.com/ja/at-carrier/
https://dictionary.marklines.com/ja/at-clutch/


部品構成表(BOM)

カテゴリー 大分類 中分類 小分類

A/Tオイルポンプ

A/Tオイルポンプフロントボディ

A/Tオイルポンプリヤカバー

A/Tオイルポンプ部品

A/Tバルブ

A/Tソレノイド

A/Tシフトロック機構

A/Tコントロール部品

A/T ECU

A/Tコントロール部品

A/T部品

CVT

CVTベルト

CVT ECU

CVT部品

ディファレンシャル

デフケース

デフギア

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

デフピニオンシャフト

デフ部品

LSD

多板式LSD

ビスカスLSD

ビスカスカップリングASSY

トルセンLSD

4WDトランスファー

4WDトランスファーケース

4WDトランスファーギア
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https://dictionary.marklines.com/ja/at-oil-pump/
https://dictionary.marklines.com/ja/at-oil-pump-front-body/
https://dictionary.marklines.com/ja/at-oil-pump-rear-cover/
https://dictionary.marklines.com/ja/at-oil-pump-rotor/
https://dictionary.marklines.com/ja/at-valve/
https://dictionary.marklines.com/ja/at-solenoid/
https://dictionary.marklines.com/ja/at-shift-lock-system/
https://dictionary.marklines.com/ja/at-control-component/
https://dictionary.marklines.com/ja/at-ecu/
https://dictionary.marklines.com/ja/at-contrrol-shaft/
https://dictionary.marklines.com/ja/at-main-shaft/
https://dictionary.marklines.com/ja/cvt/
https://dictionary.marklines.com/ja/cvt-belt/
https://dictionary.marklines.com/ja/cvt-ecu/
https://dictionary.marklines.com/ja/pulley/
https://dictionary.marklines.com/ja/differencial/
https://dictionary.marklines.com/ja/differencial-gear-case/
https://dictionary.marklines.com/ja/differencial-gear/
https://dictionary.marklines.com/ja/differencial-drive-pinion-gear/
https://dictionary.marklines.com/ja/differencial-pinion-gear/
https://dictionary.marklines.com/ja/differencial-side-gear/
https://dictionary.marklines.com/ja/differencial-ring-gear/
https://dictionary.marklines.com/ja/differencial-pinion-shaft/
https://dictionary.marklines.com/ja/differencial-carrier/
https://dictionary.marklines.com/ja/limited-slip-differencial/
https://dictionary.marklines.com/ja/multiplate-type-lsd/
https://dictionary.marklines.com/ja/viscous-lsd/
https://dictionary.marklines.com/ja/viscous-coupling-assembly/
https://dictionary.marklines.com/ja/torsen-lsd/
https://dictionary.marklines.com/ja/4wd-transfer/
https://dictionary.marklines.com/ja/4wd-transfer-case/
https://dictionary.marklines.com/ja/4wd-transfer-gear/


部品構成表(BOM)

カテゴリー 大分類 中分類 小分類

4WD部品

パワーテイクオフ

ドライブトレイン部品

ステアリング/サスペンション/ホイール＆タイヤ

シャシー系モジュール

シャシーモジュール

フロントシャシーモジュール

リアシャシーモジュール

サスペンションモジュール

フロントサスペンションモジュール

フロントサスペンションコーナーモジュール

フロントサスペンションセンターモジュール

リアサスペンションモジュール

ステアリング

パワーステアリング

パワーステアリングポンプ

パワーステアリング用リザーバータンク

電動パワーステアリング(EPS)

衝撃吸収ステアリング

チルトステアリング

4WS

ステアリングギア

ラック＆ピニオン

ボールスクリュー

ステアリングリンケージ

タイロッド

タイロッドエンド

アイドラーアーム

ステアリングナックル

ピットマンアーム

ステアリングコラム

ステアリングコラムモジュール
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部品構成表(BOM)

カテゴリー 大分類 中分類 小分類

ステアリングシャフト

ステアリングジョイント

ステアリングホース

ステアリングロック

ステアリングマウント

ステアリング部品

サスペンション

コントロールアーム

アッパーアーム

ロワーアーム

ラテラルロッド

トランスバースリンク

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

サスペンションストラット

サスペンションクロスメンバー

リーフスプリング

コイルスプリング

スプリングシート

トーションバー

スタビライザー

サスペンションボールジョイント

サスペンションマウントゴム

サスペンションマウントブラケット

サスペンション構成部品

エアサスペンション

電動サスペンション

サスペンションコントロール

サスペンションECU

ショックアブソーバー類

ショックアブソーバー
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https://dictionary.marklines.com/ja/shock-absorber-2/


部品構成表(BOM)

カテゴリー 大分類 中分類 小分類

ショックアブソーバーモジュール

エアーショックアブソーバー

電子制御ショックアブソーバー

ショックアブソーバー部品

ロードホイール類

ロードホイール

スチールホイール

軽合金ホイール

ホイールナット/ハブボルト

キングピン＆シャックルピン

ロードホイール部品

タイヤ

タイヤバルブ/バルブインサイド

タイヤコード

タイヤ部品

アクスル/ブレーキ/車両ダイナミック制御

アクスル

アクスルモジュール

フロントアクスルモジュール

フロントアクスルコーナーモジュール

リアアクスルモジュール

フロントアクスル

リアアクスル

アクスルケース

ドライブシャフト

アクスルシャフト

プロペラシャフト

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

カルダンジョイント

等速ジョイント

ホイールハブ
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https://dictionary.marklines.com/ja/shock-absorber-module/
https://dictionary.marklines.com/ja/air-shock-absorber/
https://dictionary.marklines.com/ja/electric-shock-absorber/
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https://dictionary.marklines.com/ja/propeller-shaft/
https://dictionary.marklines.com/ja/propeller-shaft-center-bearing/
https://dictionary.marklines.com/ja/universal-joint/
https://dictionary.marklines.com/ja/cardan-joint/
https://dictionary.marklines.com/ja/constant-velocity-joint/
https://dictionary.marklines.com/ja/wheel-hub/


部品構成表(BOM)

カテゴリー 大分類 中分類 小分類

アクスル部品

ブレーキ

ドラムブレーキ装置

ブレーキドラム

ブレーキシュー

ブレーキホイールシリンダー

ディスクブレーキ装置

ブレーキディスク

ブレーキパッド

ブレーキキャリパー

ブレーキキャリパーピストン

ブレーキブースター

ブレーキマスターシリンダー

ブレーキライニング

ブレーキホース

ブレーキチューブ

ブレーキバルブ

ブレーキ部品

エアブレーキ装置

電動ブレーキ（バイ・ワイヤー）

サブブレーキ

パーキングブレーキ部品

電動パーキングブレーキ (EPB)

電動パーキングブレーキ部品

補助ブレーキ（リターダー）

車両ダイナミック制御システム

ABS

ABS ECU

ABSアクチュエーター

ABS部品

トラクションコントロールシステム

パーキングブレーキ

12 / 32 ページ

https://dictionary.marklines.com/ja/steering-knuckle/
https://dictionary.marklines.com/ja/brake/
https://dictionary.marklines.com/ja/drum-brake-device/
https://dictionary.marklines.com/ja/brake-drum/
https://dictionary.marklines.com/ja/brake-shoe/
https://dictionary.marklines.com/ja/brake-wheel-cylinder/
https://dictionary.marklines.com/ja/disc-brake-device/
https://dictionary.marklines.com/ja/brake-disc/
https://dictionary.marklines.com/ja/brake-pad/
https://dictionary.marklines.com/ja/brake-caliper/
https://dictionary.marklines.com/ja/brake-piston/
https://dictionary.marklines.com/ja/brake-booster/
https://dictionary.marklines.com/ja/brake-master-cylinder/
https://dictionary.marklines.com/ja/brake-lining/
https://dictionary.marklines.com/ja/brake-hose/
https://dictionary.marklines.com/ja/brake-tube/
https://dictionary.marklines.com/ja/brake-valve/
https://dictionary.marklines.com/ja/air-brake/
https://dictionary.marklines.com/ja/electric-brake/
https://dictionary.marklines.com/ja/parking-brake/
https://dictionary.marklines.com/ja/parking-brake/
https://dictionary.marklines.com/ja/post-8999/
https://dictionary.marklines.com/ja/parking-brake/
https://dictionary.marklines.com/ja/retarder/
https://dictionary.marklines.com/ja/vehicle-dynamics-control-system/
https://dictionary.marklines.com/ja/abs/
https://dictionary.marklines.com/ja/abs-ecu/
https://dictionary.marklines.com/ja/abs-acutuator/
https://dictionary.marklines.com/ja/abs-2/
https://dictionary.marklines.com/ja/truction-control-system/
https://dictionary.marklines.com/ja/parking-brake/


部品構成表(BOM)

カテゴリー 大分類 中分類 小分類

トラクションコントロールECU

車両ダイナミック制御システム部品

車体・外装部品

ボディパネル

エンジンコンパートメントパネル部品

フロアパネル部品

ダッシュパネル部品

ボディサイドパネル部品

ルーフパネル部品

ドアパネル部品

フードパネル部品

トランクリッド・テールゲートパネル部品

フェンダー・ホイールハウスパネル部品

サイドインパクトビーム

トラック･バス用ボディパネル

フレーム

スペースフレーム

シャシー･フレーム

ボディパネル・フレーム部品

ボディ補強、プロテクター

ボディ補強材

ボディ防振部品

エンジンアンダーカバー

スプラッシュガード

マッドガード

ボディ補強・プロテクター部品

フロントエンドモジュール

リアエンドモジュール

バンパー

バンパーフェイシャー

バンパービーム

バンパー衝撃吸収装置
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https://dictionary.marklines.com/ja/truction-control-ecu/
https://dictionary.marklines.com/ja/vehicle-dynamics-control-parts/
https://dictionary.marklines.com/ja/body-panel/
https://dictionary.marklines.com/ja/engine-compartment-panel/
https://dictionary.marklines.com/ja/floor-panel/
https://dictionary.marklines.com/ja/dash-panel/
https://dictionary.marklines.com/ja/body-side-panel/
https://dictionary.marklines.com/ja/door-panel/
https://dictionary.marklines.com/ja/hood-panel/
https://dictionary.marklines.com/ja/trunk-lid-tailgate/
https://dictionary.marklines.com/ja/fender-wheel-house-panel/
https://dictionary.marklines.com/ja/side-impact-beam/
https://dictionary.marklines.com/ja/body-panel-for-trucks-and-bus/
https://dictionary.marklines.com/ja/frame/
https://dictionary.marklines.com/ja/space-frame/
https://dictionary.marklines.com/ja/chassis-frame/
https://dictionary.marklines.com/ja/body-panel-frame/
https://dictionary.marklines.com/ja/body-protector/
https://dictionary.marklines.com/ja/antivibration-component/
https://dictionary.marklines.com/ja/engine-under-cover/
https://dictionary.marklines.com/ja/splash-guard/
https://dictionary.marklines.com/ja/mud-guard/
https://dictionary.marklines.com/ja/body-protector-component/
https://dictionary.marklines.com/ja/front-end-module/
https://dictionary.marklines.com/ja/rear-end-module/
https://dictionary.marklines.com/ja/bumper-2/
https://dictionary.marklines.com/ja/bumper-facer/
https://dictionary.marklines.com/ja/bumper-beam/
https://dictionary.marklines.com/ja/bumper-shock-absorber/


部品構成表(BOM)

カテゴリー 大分類 中分類 小分類

バンパー部品

ドア

窓枠・ドアサッシュ

ドアヒンジ

ドアチェック

グラスラン

ドアモジュール

ウィンドレギュレーター

パワーウィンドウ

アウトサイドハンドル

インサイドハンドル

ドアロック

ドアロック部品

ドアロックモジュール

ドアロックコントローラー

ドアクロージャー

キーレスエントリー

ドア部品

フード

フードロック

フードヒンジ

フード部品

トランクリッド

トランクリッドロック

トランクリッドヒンジ

トランクリッドクロージャー

トランクオープナー

テールゲートモジュール

トランクリッド部品

ウィンドガラス

ワイパーシステム

ワイパーアーム
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https://dictionary.marklines.com/ja/door-sash/
https://dictionary.marklines.com/ja/door-hinge/
https://dictionary.marklines.com/ja/door-check/
https://dictionary.marklines.com/ja/glass-run/
https://dictionary.marklines.com/ja/door-module/
https://dictionary.marklines.com/ja/window-regulator/
https://dictionary.marklines.com/ja/power-window/
https://dictionary.marklines.com/ja/outside-handle/
https://dictionary.marklines.com/ja/inside-handle/
https://dictionary.marklines.com/ja/door-lock/
https://dictionary.marklines.com/ja/door-lock-module/
https://dictionary.marklines.com/ja/door-lock-controller/
https://dictionary.marklines.com/ja/door-closer/
https://dictionary.marklines.com/ja/key-less-entry/
https://dictionary.marklines.com/ja/door-lock-striker/
https://dictionary.marklines.com/ja/hood/
https://dictionary.marklines.com/ja/hood-lock/
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https://dictionary.marklines.com/ja/trunk-lid-hinge/
https://dictionary.marklines.com/ja/trunk-lid-closure/
https://dictionary.marklines.com/ja/trunk-opener/
https://dictionary.marklines.com/ja/tail-gate-module/
https://dictionary.marklines.com/ja/trunk-room-lamp/
https://dictionary.marklines.com/ja/wiper-system/
https://dictionary.marklines.com/ja/wiper-arm/


部品構成表(BOM)

カテゴリー 大分類 中分類 小分類

ワイパーブレード

ワイパーリンク

ワイパー部品

ウィンドウォッシャー

ウォッシャータンク

ウォッシャーポンプ

ウォッシャーノズル

ウィンドウォッシャー部品

外装

ラジエーターグリル

外装装飾品

モールディング

エンブレム

スポイラー

ホイールキャップ・カバー

タイヤキャリア

外装部品

ランプ

ヘッドランプ

フォグランプ

リアコンビランプ

ターンシグナルランプ

パーキングランプ

ライセンスプレートランプ

コーナリングランプ

ハイマウントストップランプ

リフレックスリフレクター

ハザードウォーニングランプ

ランプ

ランプ部品

アウトサイドミラー

ミラーヒーター
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https://dictionary.marklines.com/ja/wiper-blade/
https://dictionary.marklines.com/ja/wiper-link/
https://dictionary.marklines.com/ja/wiper-attachment/
https://dictionary.marklines.com/ja/window-washer/
https://dictionary.marklines.com/ja/washer-tank/
https://dictionary.marklines.com/ja/washer-pump/
https://dictionary.marklines.com/ja/washer-nozzle/
https://dictionary.marklines.com/ja/window-washer-component/
https://dictionary.marklines.com/ja/exterior/
https://dictionary.marklines.com/ja/front-grille/
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https://dictionary.marklines.com/ja/emblem/
https://dictionary.marklines.com/ja/spoiler/
https://dictionary.marklines.com/ja/wheel-cap-cover/
https://dictionary.marklines.com/ja/tire-carrier/
https://dictionary.marklines.com/ja/roof-rail/
https://dictionary.marklines.com/ja/lamp/
https://dictionary.marklines.com/ja/head-lamp/
https://dictionary.marklines.com/ja/fog-lamp/
https://dictionary.marklines.com/ja/rear-combination-lamp/
https://dictionary.marklines.com/ja/turn-signal-lamp/
https://dictionary.marklines.com/ja/parking-lamp/
https://dictionary.marklines.com/ja/license-plate-lamp/
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https://dictionary.marklines.com/ja/high-mount-stop-lamp/
https://dictionary.marklines.com/ja/reflex-reflector/
https://dictionary.marklines.com/ja/hazard-warning-lamp/
https://dictionary.marklines.com/ja/lamps/
https://dictionary.marklines.com/ja/discharge-lighting-circuit/
https://dictionary.marklines.com/ja/outside-mirror/
https://dictionary.marklines.com/ja/mirror-heater/


部品構成表(BOM)

カテゴリー 大分類 中分類 小分類

アウトサイドミラー部品

サンルーフ

スライディングルーフ

Tバールーフ

サンルーフ部品

コンバーチブルルーフ

コンバーチブルルーフ部品

ペダル

アクセルペダルモジュール

ブレーキペダル

クラッチペダル

ペダル部品

燃料タンク

フィラーチューブ

フィラーネック

ロールオーバーバルブ

燃料タンクゲージ

燃料タンク部品

ウェザーストリップ

ガススプリング

ホーン/ブザー類

キーセット

内装部品

コックピットモジュール

コックピット

インストパネル ASSY

インストパネル

インストフレーム

クロスカービーム

インストメーター

スピードメーター

スピードメーターケーブル
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https://dictionary.marklines.com/ja/sun-roof/
https://dictionary.marklines.com/ja/sliding-roof/
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https://dictionary.marklines.com/ja/pedal/
https://dictionary.marklines.com/ja/accelerator-pedal-module/
https://dictionary.marklines.com/ja/brake-pedal/
https://dictionary.marklines.com/ja/clutch-pedal/
https://dictionary.marklines.com/ja/pedal-pad/
https://dictionary.marklines.com/ja/fuel-tank/
https://dictionary.marklines.com/ja/filler-tube/
https://dictionary.marklines.com/ja/filler-neck/
https://dictionary.marklines.com/ja/roll-over-valve/
https://dictionary.marklines.com/ja/fuel-tank-gauge/
https://dictionary.marklines.com/ja/fuel-tank-cap/
https://dictionary.marklines.com/ja/weather-strip/
https://dictionary.marklines.com/ja/gas-spring/
https://dictionary.marklines.com/ja/horn-buzzer/
https://dictionary.marklines.com/ja/key-set/
https://dictionary.marklines.com/ja/cockpit-module/
https://dictionary.marklines.com/ja/cockpit/
https://dictionary.marklines.com/ja/instrument-panel-assembly/
https://dictionary.marklines.com/ja/instrument-panel/
https://dictionary.marklines.com/ja/instrument-frame/
https://dictionary.marklines.com/ja/cross-car-beam/
https://dictionary.marklines.com/ja/instrument-cluster/
https://dictionary.marklines.com/ja/speed-meter/
https://dictionary.marklines.com/ja/speed-meter-cable/


部品構成表(BOM)

カテゴリー 大分類 中分類 小分類

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

ボルトメーター

インジケーターランプ

ウォーニングランプ

インストメーター部品

ヘッドアップディスプレイ

コンソールボックス

グローブボックス

パッケージトレイ

時計

灰皿

シガーライター

インスツルメントパネル部品

エアバッグシステム

エアバッグモジュール

ドライバーエアバッグモジュール

パッセンジャーエアバッグモジュール

ニーエアバッグモジュール

エアバッグ

エアバッグインフレーター

エアバッグファブリック

サイドエアバッグ

カーテンシールドエアバッグ

エアバッグECU

エアバッグ部品

ステアリングホイール

アーマチュア

ステアリングホイール部品

シート

シートクッション・シートバック
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https://dictionary.marklines.com/ja/engine-tachometer/
https://dictionary.marklines.com/ja/fuel-meter/
https://dictionary.marklines.com/ja/water-oil-temperature-gauge/
https://dictionary.marklines.com/ja/bolt-meter/
https://dictionary.marklines.com/ja/indicator-lamp/
https://dictionary.marklines.com/ja/warning-lamp/
https://dictionary.marklines.com/ja/head-up-display/
https://dictionary.marklines.com/ja/console-box/
https://dictionary.marklines.com/ja/glove-box/
https://dictionary.marklines.com/ja/package-tray/
https://dictionary.marklines.com/ja/clock/
https://dictionary.marklines.com/ja/ash-tray/
https://dictionary.marklines.com/ja/cigar-lighter/
https://dictionary.marklines.com/ja/airbag-system/
https://dictionary.marklines.com/ja/airbag-module/
https://dictionary.marklines.com/ja/driver-airbag-module/
https://dictionary.marklines.com/ja/passenger-airbag-module/
https://dictionary.marklines.com/ja/knee-airbag-module/
https://dictionary.marklines.com/ja/airbag/
https://dictionary.marklines.com/ja/airbag-inflator/
https://dictionary.marklines.com/ja/airbag-fabric/
https://dictionary.marklines.com/ja/side-airbag/
https://dictionary.marklines.com/ja/curtain-shield-airbag/
https://dictionary.marklines.com/ja/airbag-ecu/
https://dictionary.marklines.com/ja/airbag-component/
https://dictionary.marklines.com/ja/steering-wheel/
https://dictionary.marklines.com/ja/armature/
https://dictionary.marklines.com/ja/conbination-switch/
https://dictionary.marklines.com/ja/seat-2/
https://dictionary.marklines.com/ja/seat-cushion/


部品構成表(BOM)

カテゴリー 大分類 中分類 小分類

サイドボルスター

シート表皮

ヘッドレスト

シートフレーム

シートアジャスタ

シートスライド

シートリクライニングデバイス

ランバーアジャスタ

シート樹脂部品

シート小物プレス部品

シート部品

シートベルト

シートベルトリトラクター

シートベルトバックル

シートベルトウェビング

シートベルトアジャスタ

オートマティックシートベルト

シートベルト部品
内装トリム

ドアトリム

ルーフトリム

ルーフトリム部品
ルーフモジュール

フロアートリム

フロアマット

カーペット

フロアインシュレーター

ラゲージ/トランクトリム

トランクトリム

ダッシュインシュレーター

アームレスト

サンバイザー
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https://dictionary.marklines.com/ja/side-bolster/
https://dictionary.marklines.com/ja/seat-trim/
https://dictionary.marklines.com/ja/head-rest/
https://dictionary.marklines.com/ja/seat-frame/
https://dictionary.marklines.com/ja/seat-adjuster/
https://dictionary.marklines.com/ja/seat-slide/
https://dictionary.marklines.com/ja/seat-reclining-device/
https://dictionary.marklines.com/ja/lumber-adjuster/
https://dictionary.marklines.com/ja/seat-back-board/
https://dictionary.marklines.com/ja/hinge/
https://dictionary.marklines.com/ja/seat-spring/
https://dictionary.marklines.com/ja/seatbelt/
https://dictionary.marklines.com/ja/seatbelt-retractor/
https://dictionary.marklines.com/ja/seatbelt-buckle/
https://dictionary.marklines.com/ja/seatbelt-webbing/
https://dictionary.marklines.com/ja/seatbelt-adjuster/
https://dictionary.marklines.com/ja/automatic-seatbelt/
https://dictionary.marklines.com/ja/interior-trim-parts/
https://dictionary.marklines.com/ja/door-trim-parts/
https://dictionary.marklines.com/ja/roof-trim/
https://dictionary.marklines.com/ja/roof-module/
https://dictionary.marklines.com/ja/floor-trim-parts/
https://dictionary.marklines.com/ja/floor-mat/
https://dictionary.marklines.com/ja/carpet/
https://dictionary.marklines.com/ja/floor-insulator/
https://dictionary.marklines.com/ja/luggage-or-trunk-trim/
https://dictionary.marklines.com/ja/trunk-trim/
https://dictionary.marklines.com/ja/dash-insulator/
https://dictionary.marklines.com/ja/arm-rest/
https://dictionary.marklines.com/ja/sun-visor/


部品構成表(BOM)

カテゴリー 大分類 中分類 小分類

アシストグリップ

ルームランプ

インサイドミラー

ステアリングコラムカバー

ガーニッシュ

ピラーカバー

リアパーシェル

ニーボルスター

カップホルダー

内装トリム部品

内装スイッチ

コンビネーションスイッチ

照明スイッチ

ターンシグナルスイッチ

ワイパースイッチ

ウォッシャースイッチ

ハザードスイッチ

リアデフォッガースイッチ

フォグランプスイッチ

ミラーコントロールスイッチ

パワーウィンドスイッチ

ドアアームレストスイッチ

パワーシートスイッチ

サンルーフスイッチ

オートクルーズコントロールスイッチ

ステアリングスイッチ

プッシュロックスイッチ

パネルスイッチ

内装スイッチ

クライメートコントロール

HVACモジュール

ヒーター
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https://dictionary.marklines.com/ja/assist-grip/
https://dictionary.marklines.com/ja/room-lamp/
https://dictionary.marklines.com/ja/inside-mirror/
https://dictionary.marklines.com/ja/steering-column-cover/
https://dictionary.marklines.com/ja/garnish/
https://dictionary.marklines.com/ja/pillar-cover/
https://dictionary.marklines.com/ja/rear-parshel/
https://dictionary.marklines.com/ja/knee-pole-star/
https://dictionary.marklines.com/ja/tonneau-cover/
https://dictionary.marklines.com/ja/interior-switch/
https://dictionary.marklines.com/ja/combination-switch/
https://dictionary.marklines.com/ja/lighting-switch/
https://dictionary.marklines.com/ja/turn-signal-switch/
https://dictionary.marklines.com/ja/wiper-switch/
https://dictionary.marklines.com/ja/washer-switch/
https://dictionary.marklines.com/ja/hazard-switch/
https://dictionary.marklines.com/ja/rear-defogger-switch/
https://dictionary.marklines.com/ja/fog-lamp-switch/
https://dictionary.marklines.com/ja/mirror-control-switch-2/
https://dictionary.marklines.com/ja/power-window-switch/
https://dictionary.marklines.com/ja/door-arm-rest-switch/
https://dictionary.marklines.com/ja/power-seat-switch/
https://dictionary.marklines.com/ja/sunroof-switch/
https://dictionary.marklines.com/ja/auto-cruise-control-switch/
https://dictionary.marklines.com/ja/steering-switch/
https://dictionary.marklines.com/ja/push-lock-switch/
https://dictionary.marklines.com/ja/panel-switch/
https://dictionary.marklines.com/ja/interior-switch-2/
https://dictionary.marklines.com/ja/heating-ventilating-and-air-conditioning-unit/
https://dictionary.marklines.com/ja/heater/


部品構成表(BOM)

カテゴリー 大分類 中分類 小分類

ヒーターコア

ヒーターソレノイドバルブ

ヒーターコントロールユニット

デフロスター

ヒーターホース

ヒーター部品

補助ヒーター

予熱ヒーター

ベンチレーター

ブロア

ベンチレーター部品

エアコン

エアコンコンプレッサー

エアコンコンデンサー

エアコンエバポレーター

エアコンクラッチ

エアコンエキスパンションバルブ

エアコンレシーバー

エアコン冷媒タンク

エアコンホース

エアコンECU

エアコン部品

クライメートコントロール周辺部品

エアダクト

キャビンエアフィルター

空気清浄器

空気清浄器部品

冷温蔵庫

運転支援＆情報通信

先進運転支援システム,(ADAS)

衝突被害軽減/回避システム

前方衝突回避警報（FCW)
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https://dictionary.marklines.com/ja/heater-core/
https://dictionary.marklines.com/ja/heater-solenoid-valve/
https://dictionary.marklines.com/ja/heater-control-unit/
https://dictionary.marklines.com/ja/defroster/
https://dictionary.marklines.com/ja/heater-hose/
https://dictionary.marklines.com/ja/supplemental-heater/
https://dictionary.marklines.com/ja/preheating-system/
https://dictionary.marklines.com/ja/ventilator/
https://dictionary.marklines.com/ja/blower/
https://dictionary.marklines.com/ja/ventilator-duct/
https://dictionary.marklines.com/ja/air-conditioner/
https://dictionary.marklines.com/ja/air-conditioner-conpressor/
https://dictionary.marklines.com/ja/air-conditioner-condenser/
https://dictionary.marklines.com/ja/air-conditioner-evaporator/
https://dictionary.marklines.com/ja/air-conditioner-clutch/
https://dictionary.marklines.com/ja/air-conditioner-expansion-valve/
https://dictionary.marklines.com/ja/air-conditioner-receiver/
https://dictionary.marklines.com/ja/air-conditioner-refrigerant-tank/
https://dictionary.marklines.com/ja/air-conditioner-hose/
https://dictionary.marklines.com/ja/air-conditioner-ecu/
https://dictionary.marklines.com/ja/pressure-switch/
https://dictionary.marklines.com/ja/climate-control-parts/
https://dictionary.marklines.com/ja/air-duct/
https://dictionary.marklines.com/ja/cabin-air-filter/
https://dictionary.marklines.com/ja/air-cleaner/
https://dictionary.marklines.com/ja/air-cleaner-filter/
https://dictionary.marklines.com/ja/refrigerator-heating-cabinet/
https://dictionary.marklines.com/ja/adas/
https://dictionary.marklines.com/ja/collision-damage-mitigation-avoidance-system/
https://dictionary.marklines.com/ja/front-collision-avoidance-warning/


部品構成表(BOM)

カテゴリー 大分類 中分類 小分類

自動緊急ブレーキ（AEB)

車間距離（加減速）制御システム

前走車追従型クルーズコントロール(ACC)

オートクルーズコントロールシステム

視界/視覚補助システム

後方死角警報（BSW）

後退時接近車警報（CTA）

暗視スコープ（ナイトビジョン）

ヘッドライト配光制御システム

標識認識システム（TSR)

駐車支援システム

サラウンドビューモニター

パーキングアシスト

バックモニター（RVS）

コーナーソナー

ドライバー状態モニターシステム

運転支援システム構成部品

画像認識カメラ

Viewカメラ

ミラー代替カメラ（CMS）

レンズ
ミリ波レーダー

赤外線レーダー

超音波ソナー

LiDAR

その他運転支援システム構成部品
運転支援システムECU

統合制御ECU

ブレーキECU

サスペンションECU

その他運転支援システムECU

情報通信、カーナビ
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https://dictionary.marklines.com/ja/automatic-emergency-brake/
https://dictionary.marklines.com/ja/vehicle-to-to-distance-control-system/
https://dictionary.marklines.com/ja/auto-cruise-control/
https://dictionary.marklines.com/ja/auto-cruise-control-system/
https://dictionary.marklines.com/ja/visibility-visual-aid-system/
https://dictionary.marklines.com/ja/blind-spot-warning/
https://dictionary.marklines.com/ja/cross-traffic-alert/
https://dictionary.marklines.com/ja/night-vision-scope/
https://dictionary.marklines.com/ja/head-light-distribution-system/
https://dictionary.marklines.com/ja/trafficc-sign-recognition-system/
https://dictionary.marklines.com/ja/parking-assist-system/
https://dictionary.marklines.com/ja/surround-view-monitor/
https://dictionary.marklines.com/ja/parking-assist/
https://dictionary.marklines.com/ja/back-monitor/
https://dictionary.marklines.com/ja/corner-soner/
https://dictionary.marklines.com/ja/driver-monitoring-system/
https://dictionary.marklines.com/ja/adas-components/
https://dictionary.marklines.com/ja/image-recognition-camera/
https://dictionary.marklines.com/ja/view-camera/
https://dictionary.marklines.com/ja/mirror-substitute-camera/
https://dictionary.marklines.com/ja/millimeter-wave-radar/
https://dictionary.marklines.com/ja/infrared-radar/
https://dictionary.marklines.com/ja/ultrasonic-sonar/
https://dictionary.marklines.com/ja/3d-lider/
https://dictionary.marklines.com/ja/adas-ecu/
https://dictionary.marklines.com/ja/integrated-control-ecu/
https://dictionary.marklines.com/ja/brake-ecu/
https://dictionary.marklines.com/ja/suspension-ecu-2/
https://dictionary.marklines.com/ja/steering-ecu/
https://dictionary.marklines.com/ja/car-navigation-system/


部品構成表(BOM)

カテゴリー 大分類 中分類 小分類

カーナビゲーション

カーナビゲーションECU

カーナビゲーション部品

GPS

自動車電話

ETC

車内情報端末（BIT）

音声認識システム

マイク

事故通報システム

情報通信システム

エンターテインメント、オーディオ

カーラジオ

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

オーディオイコライザー

CD、MDチェンジャー

カーオーディオ部品

テレビ

アンテナ

ロッドアンテナ

ガラスアンテナ

GPSアンテナ

フィルムアンテナ

セキュリティシステム

イモビライザー

タイヤ空気圧監視システム(TPMS)

電子・電装部品

ワイヤーハーネス

電装ケーブル
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https://dictionary.marklines.com/ja/car-navigation/
https://dictionary.marklines.com/ja/car-navigation-ecu/
https://dictionary.marklines.com/ja/accelerometer/
https://dictionary.marklines.com/ja/gps/
https://dictionary.marklines.com/ja/car-telephone/
https://dictionary.marklines.com/ja/etc/
https://dictionary.marklines.com/ja/vehicle-information-terminal/
https://dictionary.marklines.com/ja/speech-recognition-system/
https://dictionary.marklines.com/ja/mic/
https://dictionary.marklines.com/ja/accident-information-system/
https://dictionary.marklines.com/ja/communication-network-system/
https://dictionary.marklines.com/ja/entertainment-audio/
https://dictionary.marklines.com/ja/car-radio/
https://dictionary.marklines.com/ja/car-audio/
https://dictionary.marklines.com/ja/audio-amplifier/
https://dictionary.marklines.com/ja/tuner/
https://dictionary.marklines.com/ja/speaker/
https://dictionary.marklines.com/ja/audio-equalizer/
https://dictionary.marklines.com/ja/cd-md-changer/
https://dictionary.marklines.com/ja/tv/
https://dictionary.marklines.com/ja/antenna/
https://dictionary.marklines.com/ja/rod-antenna/
https://dictionary.marklines.com/ja/glass-antenna/
https://dictionary.marklines.com/ja/gps-antenna/
https://dictionary.marklines.com/ja/film-antenna/
https://dictionary.marklines.com/ja/security-system/
https://dictionary.marklines.com/ja/immobilizer/
https://dictionary.marklines.com/ja/tire-pressure-monitoring-system/
https://dictionary.marklines.com/ja/wire-harness/
https://dictionary.marklines.com/ja/electrical-cable/


部品構成表(BOM)

カテゴリー 大分類 中分類 小分類

電装コネクタ

リレー

フラッシャー

アクチュエーター

ソレノイド・ソレノイドバルブ

アクチュエーター

モーター

スロットルボディモーター

アイドル回転数制御用モーター

フューエルポンプ用モーター

ラジエターファンモーター

ウォーターポンプ用モーター

パワーステアリング用モーター

ステアリング位置調整モーター

車高調整用モーター

ABS用モーター

パワーウィンドモーター

ワイパーモーター

リアワイパーモーター

ウォッシャーポンプ用モーター

光軸調整用モーター

ヘッドランプクリーナー用モーター

ドアミラー（鏡面コントロール）用モーター

ドアミラー（格納）用モーター
サンルーフ用モーター

パワーシート用モーター

ランバーサポート用モーター

オドメータステッピングモーター

ブロアーファンモーター

ヒーターファンモーター

カーアンテナ用モーター

空気清浄器用モーター
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https://dictionary.marklines.com/ja/electrical-connector/
https://dictionary.marklines.com/ja/relay/
https://dictionary.marklines.com/ja/flasher/
https://dictionary.marklines.com/ja/actuator/
https://dictionary.marklines.com/ja/solenoid-valve/
https://dictionary.marklines.com/ja/actuator-2/
https://dictionary.marklines.com/ja/motor/
https://dictionary.marklines.com/ja/throttle-body-motor/
https://dictionary.marklines.com/ja/idle-rotation-control-motor/
https://dictionary.marklines.com/ja/fuel-pump-motor/
https://dictionary.marklines.com/ja/radiator-fan-motor/
https://dictionary.marklines.com/ja/water-pump-motor/
https://dictionary.marklines.com/ja/power-steering-motor/
https://dictionary.marklines.com/ja/steering-adjustment-motor/
https://dictionary.marklines.com/ja/vehicle-height-adjustment-motor/
https://dictionary.marklines.com/ja/motor-for-abs/
https://dictionary.marklines.com/ja/power-window-motor/
https://dictionary.marklines.com/ja/wiper-motor/
https://dictionary.marklines.com/ja/rear-wiper-motor/
https://dictionary.marklines.com/ja/motor-for-washer-pump/
https://dictionary.marklines.com/ja/motor-for-optical-axis/
https://dictionary.marklines.com/ja/motor-for-headlamp-cleaner/
https://dictionary.marklines.com/ja/mirror-control-motor/
https://dictionary.marklines.com/ja/post-5822/
https://dictionary.marklines.com/ja/motor-sunroof/
https://dictionary.marklines.com/ja/power-seat-motor/
https://dictionary.marklines.com/ja/motor-for-lumber-support/
https://dictionary.marklines.com/ja/odometer-stepping-motor/
https://dictionary.marklines.com/ja/blower-fan-motor/
https://dictionary.marklines.com/ja/heater-fan-motor/
https://dictionary.marklines.com/ja/motor-for-car-antenna/
https://dictionary.marklines.com/ja/motor-for-air-cleaner/


部品構成表(BOM)

カテゴリー 大分類 中分類 小分類

各種モーター

内部スイッチ

オイルプレッシャースイッチ

サーモスイッチ

インヒビタースイッチ

ギアセレクタースイッチ

フードスイッチ

トランクリッドスイッチ

ブレーキランプスイッチ

リバースランプスイッチ

ホーン切替スイッチ

ブロアースイッチ

エアコン圧力スイッチ

エアコン温度スイッチ

エアコンファンスイッチ

マグネットスイッチ

スイッチ

センサー

エンジン温度センサー

吸気温センサー

吸気圧センサー

排気温センサー

EGRガス温センサー

エアフローセンサー

酸素（O2）センサー

NOXセンサー

燃焼圧センサー

ノックセンサー

MAP(Manifold Absolute Pressure)センサー

スロットルポジションセンサー

アクセルペダルセンサー

カムセンサー
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https://dictionary.marklines.com/ja/internal-switch/
https://dictionary.marklines.com/ja/oil-pressure-switch/
https://dictionary.marklines.com/ja/thermo-switch/
https://dictionary.marklines.com/ja/inhibitor-switch/
https://dictionary.marklines.com/ja/gear-select-switch/
https://dictionary.marklines.com/ja/hood-swtch/
https://dictionary.marklines.com/ja/trunk-lid-switch/
https://dictionary.marklines.com/ja/brake-lamp-switch/
https://dictionary.marklines.com/ja/reverse-lamp-switch/
https://dictionary.marklines.com/ja/horn-changeover-switch/
https://dictionary.marklines.com/ja/blower-switch/
https://dictionary.marklines.com/ja/air-conditioner-pressure-switch/
https://dictionary.marklines.com/ja/air-conditioner-temperature-switch/
https://dictionary.marklines.com/ja/air-conditioner-fan-switch/
https://dictionary.marklines.com/ja/magnet-switch/
https://dictionary.marklines.com/ja/sensor/
https://dictionary.marklines.com/ja/engine-temperature-sensor/
https://dictionary.marklines.com/ja/intake-air-temperature-sensor/
https://dictionary.marklines.com/ja/intake-air-pressure-sensor/
https://dictionary.marklines.com/ja/exhaust-air-temperature-sensor/
https://dictionary.marklines.com/ja/egr-gas-temperature-sensor/
https://dictionary.marklines.com/ja/air-flow-sensor/
https://dictionary.marklines.com/ja/co2-sensor/
https://dictionary.marklines.com/ja/nox-sensor/
https://dictionary.marklines.com/ja/combustion-pressure-sensor/
https://dictionary.marklines.com/ja/knock-sensor/
https://dictionary.marklines.com/ja/manifold-absolute-pressure-sensor/
https://dictionary.marklines.com/ja/throttle-position-sensor/
https://dictionary.marklines.com/ja/accelerator-pedal-sensor/
https://dictionary.marklines.com/ja/cam-sensor/


部品構成表(BOM)

カテゴリー 大分類 中分類 小分類

クランク角センサー

エンジン回転数センサー

オイルレベルセンサー

オイルコンディションセンサー

バキュームセンサー

ラジエター水温センサー

フューエルレベルセンサー

燃料温度センサー

油圧センサー

車速センサー

車輪速度センサー（ＡＢＳセンサー）

ステアリング舵角センサー

加速度センサー

ヨーレイトセンサー

車高センサー

角度センサー

荷重センサー

エアバッグセンサー

エアコン温度センサー

エアコン水温センサー

外気温センサー

室内温センサー

レインセンサー

エアコン日射センサー

絶対圧型高圧センサー

各種センサー
半導体

IC

ASIC

LSI

ダイオード

LED（発光ダイオード）
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https://dictionary.marklines.com/ja/crank-angle-sensor/
https://dictionary.marklines.com/ja/engine-speed-sensor/
https://dictionary.marklines.com/ja/oil-level-sensor/
https://dictionary.marklines.com/ja/oil-condition-sensor/
https://dictionary.marklines.com/ja/vacuum-sensor/
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https://dictionary.marklines.com/ja/fuel-level-sensor/
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https://dictionary.marklines.com/ja/yaw-rate-sensor/
https://dictionary.marklines.com/ja/vehicle-height-sensor/
https://dictionary.marklines.com/ja/angle-sensor/
https://dictionary.marklines.com/ja/load-sensor/
https://dictionary.marklines.com/ja/air-bag-sensor/
https://dictionary.marklines.com/ja/air-conditioner-temperature-sensor/
https://dictionary.marklines.com/ja/air-conditioner-water-temperature-sensor/
https://dictionary.marklines.com/ja/outside-air-temperature-sensor/
https://dictionary.marklines.com/ja/indoor-temperature-sensor/
https://dictionary.marklines.com/ja/rain-sensor/
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部品構成表(BOM)

カテゴリー 大分類 中分類 小分類

トランジスター

CPU

メモリー（DRAM、SRAM等）

EEPROM

半導体

電子系構成部品

プリント基板・基板実装

電子系コンデンサー

抵抗

電装トランス

電装コイル

電装コンバーター

サーキットブレーカー

マグネット

発振子

ピエゾ素子

カーボンブラシ

トリマ

液晶

LCD（液晶ディスプレイ）

VFD（蛍光表示管）

EL（エレクトロ・ルミネッセンス）

光ファイバー

電球

電装ターミナル

ソケット

電子・電装部品

小物/汎用部品

ファスナー/コネクター類

ファスナー

ボルト、ナット

スタッド

26 / 32 ページ

https://dictionary.marklines.com/ja/transistor/
https://dictionary.marklines.com/ja/cpu/
https://dictionary.marklines.com/ja/dram-sram/
https://dictionary.marklines.com/ja/eeprom/
https://dictionary.marklines.com/ja/semiconductor-2/
https://dictionary.marklines.com/ja/electric-components/
https://dictionary.marklines.com/ja/printed-board/
https://dictionary.marklines.com/ja/electronic-condenser/
https://dictionary.marklines.com/ja/electrical-resistance/
https://dictionary.marklines.com/ja/electrical-transformer/
https://dictionary.marklines.com/ja/electrical-coil/
https://dictionary.marklines.com/ja/electrical-converter/
https://dictionary.marklines.com/ja/circuit-breaker/
https://dictionary.marklines.com/ja/magnet/
https://dictionary.marklines.com/ja/resonator-2/
https://dictionary.marklines.com/ja/piezoelectric-element/
https://dictionary.marklines.com/ja/carbon-brush/
https://dictionary.marklines.com/ja/bolt-and-nut/
https://dictionary.marklines.com/ja/display/
https://dictionary.marklines.com/ja/liquid-crystal-display/
https://dictionary.marklines.com/ja/vacuum-fluorescent-display/
https://dictionary.marklines.com/ja/electro-luminescence/
https://dictionary.marklines.com/ja/optical-fiber/
https://dictionary.marklines.com/ja/light-bulb/
https://dictionary.marklines.com/ja/electrical-terminal/
https://dictionary.marklines.com/ja/socket/
https://dictionary.marklines.com/ja/fastener-and-connector/
https://dictionary.marklines.com/ja/fastener/
https://dictionary.marklines.com/ja/bolt-nut/
https://dictionary.marklines.com/ja/stud/


部品構成表(BOM)

カテゴリー 大分類 中分類 小分類

クリップ

クランプ

コネクター

ジョイント

要素部品

スプリング

ベアリング

ギア

シャフト

ピン

バルブ

コントロールケーブル

ワイヤーメッシュ

ダイヤフラム

パイプ/ホース類

パイプ/チューブ

ホース

ダクト

ブシュ/シール類

ブシュ

インシュレーター

ヒートインシュレーター

防振・防音インシュレーター

シール

ガスケット

Oリング

ブーツ

ベローズ

プラグ

グロメット

接着剤/テープ類

接着剤
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部品構成表(BOM)

カテゴリー 大分類 中分類 小分類

フィルム

テープ

ファブリック類

レザー・ファブリック

不織布

汎用部品

ジャッキ

工具セット

チャイルドシート

加工別分類（プレス、射出成形など）

金属成形加工

プレス部品

ファインブランキング部品

テーラードブランク部品

ハイドロフォーミング部品

機械加工部品

アルミ機械加工

鋳造部品

鋳鉄部品

アルミ鋳造部品

ダイカスト部品

アルミダイカスト部品

マグネシウムダイカスト部品

鍛造部品

冷間鍛造部品

熱間鍛造部品

温間鍛造部品

焼結部品

アルミ押し出し成形部品

ロール成形部品

溶接

樹脂成形部品
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部品構成表(BOM)

カテゴリー 大分類 中分類 小分類

樹脂射出成形部品

発泡成形部品

ブロー成形部品

樹脂押し出し成形部品

ゴム部品

ラバーメタル部品

ゴム射出成形部品

ゴム押し出し成形部品

表面処理/熱処理

塗装

メッキ

熱処理

表面処理（その他）

組み立て

各種加工

電動化部品（駆動モーター、電池など）

燃料電池システム

燃料電池スタック

燃料電池スタック部品

燃料電池

燃料電池電解質膜

燃料電池セパレーター

燃料電池触媒

燃料電池電極

燃料電池部品

高圧水素タンク

燃料電池システム部品

電動ドライブトレインシステム

駆動モーター(誘導モーター/永久磁石式同期モーター)

永久磁石式同期モーター

モーター用永久磁石

電磁鋼板
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部品構成表(BOM)

カテゴリー 大分類 中分類 小分類

モーターコア

インホイールモーター

インホイールモーター部品

EV用ジェネレーター

e-axle (イーアクスル）

電動ドライブトレインシステム部品

パワーコントロールユニット(PCU)

インバーター

インバーター用 パワー半導体（IGBTデバイス）

インバーター用 パワー半導体（SiCデバイス）

インバーター用 パワー半導体デバイス（その他）

DC-DCコンバーター

コンバーター用 パワー半導体（IGBTデバイス）

コンバーター用 パワー半導体（SiCデバイス）

コンバーター用 パワー半導体デバイス（その他）

パワーECU
モーター制御ECU

パワーECU用 パワー半導体（IGBTデバイス）

パワーECU用 パワー半導体（SiCデバイス）

パワーECU用 パワー半導体デバイス（その他）

パワーコントロールユニット(PCU)部品

バッテリー/キャパシター

ニッケル水素電池

ニッケル水素電池パック

ニッケル水素電池モジュール

ニッケル水素電池セル

ニッケル水素電池正極材（板）

ニッケル水素電池負極材（板）

ニッケル水素電池セパレーター

ニッケル水素電池集電体

リチウムイオン電池

リチウムイオン電池パック
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部品構成表(BOM)

カテゴリー 大分類 中分類 小分類

リチウムイオン電池モジュール

リチウムイオン電池セル

リチウムイオン電池正極材（板）

リチウムイオン電池負極材（板）

リチウムイオン電池セパレーター

リチウムイオン電池電解液 (質)

リチウムイオン電池正極集電体

リチウムイオン電池負極集電体

電池（その他）

バッテリーケース

バッテリマネージメントシステム(BMS)

キャパシター

充電装置

車載充電器

バッテリー/キャパシター部品
電動化部品（その他）

電動車用熱管理システム

パワーコントロールユニット(PCU)冷却システム

インバーター冷却システム

インバーター冷却システム部品

パワーコントロールユニット(PCU)冷却システム部品

バッテリー冷却システム

バッテリー冷却プレート

バッテリー冷却システム部品

駆動モーター冷却システム

駆動モーター冷却システム部品

PTCヒーター

PTCヒーター部品

ヒートポンプシステム

ヒートポンプシステム部品

クライメート統合システム

クライメート統合システム部品
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部品構成表(BOM)

カテゴリー 大分類 中分類 小分類

電動車用熱管理システム部品

二輪車部品

二輪車部品
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