
●シボレー　作業サポート(Ver 2017.10)

システム 項目名

　エンジン(Z18XE) 　アイドル回転数登録

　エンジン(Z18XE) 　インジェクターカットオフテスト

　エンジン(Z18XE) 　回転数制御

　エンジン(Z18XE) 　学習値リセット

　エンジン(Z18XE) 　電子スロットルコントロール

　エンジン(Z18XE) 　燃料タンク通風制御

　エンジン(Z22SE) 　EGRコントロール

　エンジン(Z22SE) 　O2ループブロック学習マップリセット

　エンジン(Z22SE) 　クランク角検知学習エラー

　エンジン(Z22SE) 　電子スロットルコントロール

　エンジン(Z22SE) 　燃料タンク通風制御

　シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム)) 　ABSエア抜き

　シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム)) 　EBCMエア抜き

　シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム)) 　エア抜き

　シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム)) 　ステアリングアングルセンサーリセット

　シャーシ(ESP(横滑り防止機構)) 　ステアリングアングルセンサー補正

　シャーシ(ステアリングアングルセンサーモジュール) 　ステアリングホイールアングルセンサーリセット

　シャーシ(ステアリングアングルセンサーモジュール) 　ステアリングホイールアングルセンサー学習

　シャーシ(トランスファーケースモジュール) 　レンジアクチュエーター学習

　シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール) 　パーキングブレーキ補正

　シャーシ(多軸加速度センサーモジュール) 　ヨーレートセンサーリセット

　シャーシ(多軸加速度センサーモジュール) 　ヨーレートセンサー学習

　シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) 　EBCM VIN書込み

　シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) 　エア抜き

　シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) 　オートブレーキ エア抜き

　シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) 　サブシステムECBコンビネーション設定

　シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) 　サブシステムHSコンビネーション設定

　シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) 　ステアリングアングルセンサーリセット

　シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) 　ステアリングアングルセンサー補正

　シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) 　ステアリングホイールアングルセンサー学習

　シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) 　バイブレーションレートセンサー適応

　シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) 　ブレーキ圧力センサー調整

　シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) 　ヨーレートセンサー学習

　シャーシ(電動パワステコントロールモジュール) 　パワーステアリングソフト停止リセット

　シャーシ(電動パワステコントロールモジュール) 　パワーステアリングソフト停止学習

　トランスミッション(AF13-II・17・20・22) 　TC信号ステータスリセット

　パワートレイン(0.8L) 　CO調整(有鉛燃料のみ)

　パワートレイン(0.8L) 　ECMセグメント

　パワートレイン(0.8L) 　開ループCO調整(一時的)

　パワートレイン(0.8L) 　開ループCO調整(記録)

　パワートレイン(0.8L) 　全適応値リセット

　パワートレイン(0.8S(EURO-II('96年～'99年)適合車)) 　CO調整(有鉛燃料のみ)

　パワートレイン(0.8S(EURO-II('96年～'99年)適合車)) 　全適応値リセット

　パワートレイン(0.8S(EURO-III, IV('00年～'09年)適合車)) 　CO調整(有鉛燃料のみ)



　パワートレイン(0.8S(EURO-III, IV('00年～'09年)適合車)) 　全適応値リセット

　パワートレイン(1.0L) 　CO調整(有鉛燃料のみ)

　パワートレイン(1.0L) 　ECMセグメント

　パワートレイン(1.0L) 　VIN書込み

　パワートレイン(1.0S(EURO-II('96年～'99年)適合車)) 　CO調整(有鉛燃料のみ)

　パワートレイン(1.0S(EURO-II('96年～'99年)適合車)) 　全適応値リセット

　パワートレイン(1.0S(EURO-III, IV('00年～'09年)適合車)) 　CO調整(有鉛燃料のみ)

　パワートレイン(1.0S(EURO-III, IV('00年～'09年)適合車)) 　全適応値リセット

　パワートレイン(1.2 SOHC) 　CO調整(有鉛燃料のみ)

　パワートレイン(1.2 SOHC) 　ECMセグメント

　パワートレイン(1.2 SOHC) 　VIN書込み

　パワートレイン(1.2 SOHC) 　全適応値リセット

　パワートレイン(1.4 DOHC) 　CO調整(有鉛燃料のみ)

　パワートレイン(1.4 DOHC) 　ECMセグメント

　パワートレイン(1.4 DOHC) 　IACリセット

　パワートレイン(1.4 DOHC) 　MECクリア

　パワートレイン(1.4 DOHC) 　TEC学習

　パワートレイン(1.4 DOHC) 　TEC学習値読込み

　パワートレイン(1.4 DOHC) 　VIN書込み

　パワートレイン(1.4 DOHC) 　エバポリークテスト

　パワートレイン(1.4 DOHC) 　全適応値リセット

　パワートレイン(1.4L LCU オートマチック) 　学習機能

　パワートレイン(1.4L LCU オートマチック) 　機能リセット

　パワートレイン(1.4L LCU マニュアル) 　学習機能

　パワートレイン(1.4L LCU マニュアル) 　機能リセット

　パワートレイン(1.4L LUJ) 　O2センサーヒーター学習

　パワートレイン(1.4L LUJ) 　アイドル学習

　パワートレイン(1.4L LUJ) 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン(1.4L LUJ) 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン(1.4L LUJ) 　クランクシャフトポジション可変学習

　パワートレイン(1.4L LUJ) 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン(1.4L LUJ) 　燃料トリムリセット

　パワートレイン(1.6 DOHC) 　CO調整(有鉛燃料のみ)

　パワートレイン(1.6 DOHC) 　ECMセグメント

　パワートレイン(1.6 DOHC) 　IACリセット

　パワートレイン(1.6 DOHC) 　MECクリア

　パワートレイン(1.6 DOHC) 　TEC学習

　パワートレイン(1.6 DOHC) 　TEC学習値読込み

　パワートレイン(1.6 DOHC) 　VIN書込み

　パワートレイン(1.6 DOHC) 　クランク角検知学習エラー

　パワートレイン(1.6 DOHC) 　全適応値リセット

　パワートレイン(1.6 DOHC) 　長期燃料トリムリセット

　パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション) 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション) 　燃料トリムリセット

　パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション) 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション) 　クラッチペダル位置学習



　パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション) 　燃料トリムリセット

　パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション) 　O2センサーヒーター学習

　パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション) 　アイドル学習

　パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション) 　オイルライフリセット

　パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション) 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション) 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション) 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション) 　燃料トリムリセット

　パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション) 　O2センサーヒーター学習

　パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション) 　アイドル学習

　パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション) 　オイルライフリセット

　パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション) 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション) 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション) 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション) 　燃料トリムリセット

　パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール) 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン(1.6L LDE) 　O2センサーヒーター学習

　パワートレイン(1.6L LDE) 　アイドル学習

　パワートレイン(1.6L LDE) 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン(1.6L LDE) 　クランクシャフトポジション可変学習

　パワートレイン(1.6L LDE) 　燃料トリムリセット

　パワートレイン(2.0 DOHC) 　CO調整(有鉛燃料のみ)

　パワートレイン(2.5L LVN オート) 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン(2.5L LVN オート) 　燃料レール圧力センサー/燃料レール学習

　パワートレイン(2.5L LVN マニュアル) 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン(2.5L LVN マニュアル) 　燃料レール圧力センサー/燃料レール学習

　パワートレイン(2.8L ディーゼル(LWH)) 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン(2.8L ディーゼル(LWH)) 　燃料インジェクター学習

　パワートレイン(2.8L ディーゼル(LWH)) 　燃料レール圧力センサー(燃料レール)学習

　パワートレイン(AT GF 6) 　TCM適応値リセット

　パワートレイン(AT GF 6) 　VIN書込み

　パワートレイン(AT GF 6) 　サービスクリーニング手順

　パワートレイン(AT GF 6) 　高速学習適応手順

　パワートレイン(AT アイシン5) 　TCM適応値リセット

　パワートレイン(AT アイシン5) 　VIN書込み

　パワートレイン(AT アイシン5) 　クラッチ高速学習

　パワートレイン(AT アイシン5) 　ソレノイドクリーニング

　パワートレイン(ECM 2.2LLNQ) 　DPFリセット

　パワートレイン(ECM 2.2LLNQ) 　DPF再生

　パワートレイン(ECM 2.2LLNQ) 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン(ECM 2.2LLNQ) 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン(ECM 2.2LLNQ) 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン(ECM 2.2LLNQ) 　吸気マニホールドランナー制御バルブ学習

　パワートレイン(ECM 2.2LLNQ) 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン(ECM 2.4LLE5) 　O2センサーヒーター学習

　パワートレイン(ECM 2.4LLE5) 　アイドル学習



　パワートレイン(ECM 2.4LLE5) 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン(ECM 2.4LLE5) 　クランクシャフトポジション可変学習

　パワートレイン(ECM 2.4LLE5) 　燃料トリムリセット

　パワートレイン(ECM 2.4LLE9) 　O2センサーヒーター学習

　パワートレイン(ECM 2.4LLE9) 　アイドル学習

　パワートレイン(ECM 2.4LLE9) 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン(ECM 2.4LLE9) 　クランクシャフトポジション可変学習

　パワートレイン(ECM 2.4LLE9) 　燃料トリムリセット

　パワートレイン(ECM 2.4LLE9) 　燃料成分リセット

　パワートレイン(ECM 3.0LLF1) 　O2センサーヒーター学習

　パワートレイン(ECM 3.0LLF1) 　アイドル学習

　パワートレイン(ECM 3.0LLF1) 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン(ECM 3.0LLF1) 　クランクシャフトポジション可変学習

　パワートレイン(ECM 3.0LLF1) 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン(ECM 3.0LLF1) 　燃料トリムリセット

　パワートレイン(ECM ガソリン(1.8L 2H0)) 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン(ECM ガソリン(1.8L 2H0)) 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン(ECM ガソリン(1.8L 2H0)) 　燃料トリムリセット

　パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LLW)) 　DPFリセット

　パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LLW)) 　DPF圧力センサー学習

　パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LLW)) 　DPF再生

　パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LLW)) 　EGR(排気ガス再循環)クーラ稼動時間カウンタリセット

　パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LLW)) 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LLW)) 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LLW)) 　燃料インジェクター学習

　パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LLW)) 　燃料レール(圧力センサー)学習

　パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LNP)) 　DPFリセット

　パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LNP)) 　DPF再生

　パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LNP)) 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LNP)) 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LNP)) 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LNP)) 　吸気マニホールドランナー制御バルブ学習

　パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LNP)) 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン(ECM(2.4L)) 　サブシステム集合セットアップ

　パワートレイン(ECM(2.4L)) 　タイヤサイズ設定

　パワートレイン(ECM(3.2L)) 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン(ECM(3.2L)) 　スロットルボディ再学習

　パワートレイン(ECM(3.2L)) 　燃料トリムリセット

　パワートレイン(ECM(ディーゼル)) 　DPF再生

　パワートレイン(ECM(ディーゼル)) 　ECM交換

　パワートレイン(ECM(ディーゼル)) 　アイドル回転数チェック

　パワートレイン(ECM(ディーゼル)) 　インジェクターIQAコーディング

　パワートレイン(ECM(ディーゼル)) 　クランキングテスト

　パワートレイン(ECM(ディーゼル)) 　ホイール外周

　パワートレイン(ECM(ディーゼル)) 　車両バリアントコーディング

　パワートレイン(ECM(ディーゼル)) 　燃料補正テスト



　パワートレイン(TCM(トランスミッションコントロールモジュール)) 　学習値リセット

　パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション)) 　O2センサーヒーター学習

　パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション)) 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション)) 　クランクシャフトポジション可変学習

　パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション)) 　燃料トリムリセット

　パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション)) 　O2センサーヒーター学習

　パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション)) 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション)) 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション)) 　クランクシャフトポジション可変学習

　パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション)) 　燃料トリムリセット

　パワートレイン(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル) 　EGR(排気ガス再循環)クーラ

　パワートレイン(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル) 　ディーゼルVIN書込み

　パワートレイン(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル) 　ディーゼルインジェクターコーディング

　パワートレイン(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル) 　ホイール外周

　パワートレイン(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル) 　車両バリアントコーディング

　パワートレイン(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル) 　補正係数燃料リセット

　パワートレイン(エンジンコントロールモジュール) 　VIN書込み

　パワートレイン(エンジンコントロールモジュール) 　クラッチペダル適応(M/T)

　パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.0LLMT)) 　クランクシャフトポジション可変学習

　パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.0LLMT)) 　燃料トリムリセット

　パワートレイン(オートマチックトランスミッション) 　AT(TCM)学習値初期化

　パワートレイン(オートマチックトランスミッション) 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン(ディーゼル) 　DPF再生

　パワートレイン(ディーゼル) 　ECMイモビライザー学習

　パワートレイン(ディーゼル) 　ECM交換

　パワートレイン(ディーゼル) 　アイドル回転数チェック

　パワートレイン(ディーゼル) 　インジェクターIQAコーディング

　パワートレイン(ディーゼル) 　クランキングテスト

　パワートレイン(ディーゼル) 　ホイール外周

　パワートレイン(ディーゼル) 　車両バリアントコーディング

　パワートレイン(ディーゼル) 　燃料補正テスト

　パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール) 　TCM適応値リセット

　パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール) 　VIN書込み

　パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール) 　クラッチ高速学習

　パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール) 　ソレノイドクリーニング

　パワートレイン(フューエルポンプコントロールモジュール) 　燃料トリムリセット

　ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール) 　ブレーキペダル位置センサー学習

　ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール)) 　ブレーキペダル位置センサー学習

　ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター)) 　CANバス設定学習

　ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター)) 　オドメーターリセット

　ボディー(RKE(リモートキーレスエントリー)) 　トランスミッターコーディング

　ボディー(RKE(リモートキーレスエントリー)) 　ボタン診断

　ボディー(RKE(リモートキーレスエントリー)) 　警告履歴

　ボディー(SDM(SRSエアバッグ)) 　SDMリセット

　ボディー(SDM(SRSエアバッグ)) 　VIN書込み

　ボディー(SDM(SRSエアバッグ)) 　新品SDM登録



　ボディー(SDM(SRSエアバッグ)) 　適応リセット

　ボディー(SRS(エアバッグ)) 　運転席シートベルトリマインダー制御

　ボディー(SRS(エアバッグ)) 　故障継続時間

　ボディー(SRS(エアバッグ)) 　助手席シートベルトリマインダー制御

　ボディー(イモビライザー) 　イモビライザ-ECMリンク

　ボディー(イモビライザー) 　イモビライザーリセット

　ボディー(イモビライザー) 　イモビライザー出力登録

　ボディー(イモビライザー) 　キーコーディング

　ボディー(イモビライザー) 　キー診断

　ボディー(イモビライザー) 　キー登録

　ボディー(イモビライザー) 　トランスポンダーキー消去

　ボディー(イモビライザー) 　トランスポンダーキー登録

　ボディー(インストルメント) 　CANバス設定学習

　ボディー(インストルメント) 　サービスインターバルリセット

　ボディー(インストルメントパネルクラスター) 　CANバス設定学習

　ボディー(インストルメントパネルクラスター) 　ECUリセット

　ボディー(インストルメントパネルクラスター) 　VIN書込み

　ボディー(キーレスエントリー) 　トランスミッターコーディング

　ボディー(キーレスエントリー) 　ボタン診断

　ボディー(キーレスエントリー) 　警告履歴

　ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール) 　ボタン診断

　ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール) 　交換キーフォブ追加

　ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール) 　ECUリセット

　ボディー(パーキングアシストモジュール) 　VIN書込み

　ボディー(フロントシートヒーティングコントロールモジュール) 　運転席クッションヒーティング

　ボディー(フロントシートヒーティングコントロールモジュール) 　助手席クッションヒーティング

　ボディー(ボディーコントロールモジュール) 　BCM VIN書込み

　ボディー(ボディーコントロールモジュール) 　SDM ID入力

　ボディー(ボディーコントロールモジュール) 　ブレーキペダル位置センサー学習

　ボディー(ボディーコントロールモジュール) 　ブレーキ適応

　ボディー(ボディーコントロールモジュール) 　燃料効率運転モード(点検後)

　ボディー(ボディーコントロールモジュール) 　燃料効率確認モード(点検中)

　ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー) 　キーフォブ1

　ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー) 　キーフォブ2

　ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー) 　キーフォブ3

　ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー) 　キーフォブ4

　ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー) 　次に有効なスロット

　ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー) 　全キーフォブ消去

　ボディー(集中ドアロック) 　リモートキー消去

　ボディー(集中ドアロック) 　リモートキー登録

　ボディー(助手席プレゼンスモジュール) 　ECUリセット

　ボディー(助手席プレゼンスモジュール) 　乗員検知センサー学習

　ボディー(盗難防止モジュール) 　全トランスポンダーキー再登録

　ボディー(盗難防止モジュール) 　追加キー登録

　


