
本リストの見方 Gulf プロテクノCVTFが車両メーカー純正フルードに対応できるかどうかを ○× 式にて判断することができます。
○ : 使用可能です。 × : 使用できませんので、純正油をご使用ください。

ガルフ�プロテクノ CVTF ： 国産車の金属ベルト式 CVT (無段変速機) に適合する優れた CVT 専用フルード(無着色) です。
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※ HONDA新機構CVT「トルクコンバーター併用式 CVT」のHMMF指定車両についてはプロテクノCVTF を使用することができます。

注意：下記�「HONDA CVT交換可能車一覧」をご確認の上、交換を実施してください。

解　　　説　　 : HONDA は問題の多かったスタートクラッチを持つ CVT 車から、一般的なトルコン併用式の CVT 車に移行しつつあります。

Gulf ではかねてより、Gulf CVTF が HONDA のトルコン併用式の CVT 車に適合するかの各種評価試験を実施しておりました。

この度、問題なく使用できることがわかりましたので、下記の車種に限り Gulf CVTF を使用することができます。

注意事項　　 : お客さまのお車の年式と型式を必ず車検証にて確認してください。

型式はハイフンの後の文字が重要ですので、作業前には必ず確認してください。

一部の車では同じ型式でありながら、多段式の AT を搭載している車もありますので、下記の注意事項もご確認ください。

2010年3月現在

E/G 型式 AT / ミッション ミッション プロテクノ プロテクノ

ミッション 等 指定油 油量/L ATF CVTF

H20年（2008~） DBA-RB3 K24A HMMF 3.50 × ○ トルコン式 CVT車 4WD 車は 5AT

H19年（2007~） DBA-RG3 K24A HMMF 3.50 × ○ トルコン式 CVT車 4WD 車は 4AT

H19年（2007~） DBA-RN8 R20A HMMF 3.50 × ○ トルコン式 CVT車 RN8 は CVT 車のみ

H19年（2007~） DBA-GE6 L13A HMMF 3.00 × ○ トルコン式 CVT車 GE6 は全車 CVT

H19年（2007~） DBA-GE8 L15A HMMF 3.20 × ○ トルコン式 CVT車 GE8 には MT 車もあり

H20年（2008~） DBA-GB3 L15A HMMF 3.20 × ○ トルコン式 CVT車 4WD 車は 5AT

2010年10月 改訂 (Vr.15)

 ガルフ プロテクノCVTF�適合表 ： 国 産 車 編 

 Gulf TECHNICAL SERVICE DATA SHEET 

 平成 18 年から導入された新型 CVT専用フルード

 複合ゴムベルトとプーリー間にオイルは使用されていない

 平 19 年より採用された SWIFT (ZC71S) 用の最新 CVTF

 初期のチェーン式 CVT 専用油

スバル CVTF

 CVT 車には 「ガルフ�プロテクノ CVTF」を推奨

 ECVT FLUID の進化版

 iCVT FLUID の最新改良版

 SUBARU の最新 CVT車用フルード(ステラ、R1、 R2)

チェーン式 CVT 搭載車専用 フルードﾞ (レガシィ、B4、アウトバック)

スズキ CVTF 3320

 新しい金属ベルト式 CVT 専用油

 複合ゴムベルトとプーリー間にオイルは使用されていない

ECVT フルード (CVT車)

iCVT フルード (CVT車)

iCVT フルード･FG (CVT車)

CVT フルード KTF-1

CVTF リニアトロニック 用

備考

 トヨタ スーパーCVT 専用フルード

 NCVT 車には 「ガルフ�プロテクノ CVTF」を推奨

 初期の富士重工製 CVT 専用フルード

 ハイパー CVT (M6 含む) 専用フルード

JWS 3320

AMIX CVT フルード DC

乾式 CVT (ギヤーオイル指定)

注 意 事 項
ホンダ

スズキ S-CVT フルード

スズキ CVT GREEN-1

純正フルード

CVT フルード TC

フルード D (CVT車)

NCVT フルード

CVT フルード NS-1

CVT フルード NS-2

フィット

日産

スズキ

 ホンダ純正 HMMF をご使用ください。

 CVT 車には 「ガルフ�プロテクノ CVTF」を推奨

 平成 17 年から導入された CVT 専用フルード

 マツダ初の CVT 車 デミオに採用されたフルード

オデッセイ

ステップワゴン CVT

　(HONDA トルコン 併用式 CVT 車 一覧)  

ダイハツ

 エクストロニックCVT 専用フルード

 エクストロイドCVT 専用フルード (トロイダルCVT = 交換不要)

 マルチマチック車にはホンダ純正 HMMF をご使用ください。

ストリームCVT

フィット

HONDA
年�式 車両型式 摘��要

自動車ﾒｰｶｰ

フリード

乾式 CVT (ギヤーオイル指定)

ウルトラ ATF-Z1（CVT車）

ウルトラ HMMF

SP-Ⅲ (CVT車)

CVT フルード  J1

スバル

ホンダ

三菱


