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システム名 項目名

　ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(81 ESP) 　EPB自動係合再有効化

　ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(81 ESP) 　EPB自動係合無効化

　ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(81 ESP) 　エア抜き

　ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(81 ESP) 　エレクトリックバキュームポンプ診断手順無効

　ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(81 ESP) 　エレクトリックバキュームポンプ診断手順有効

　ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(81 ESP) 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(81 ESP) 　縦Gセンサー補正

　ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(90 ESP) 　EPB自動係合再有効化

　ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(90 ESP) 　EPB自動係合無効化

　ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(90 ESP) 　EPB初期駆動

　ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(90 ESP) 　ESP ECUメモリーデフラグ

　ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(90 ESP) 　エア抜き

　ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(90 ESP) 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(90 ESP) 　ブレーキパッド交換

　ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(90 ESP) 　リア右モーターブレーキキャリパー交換

　ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(90 ESP) 　リア左モーターブレーキキャリパー交換

　ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(90 ESP) 　右側EPB(FSE)アクチュエーター交換

　ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(90 ESP) 　左側EPB(FSE)アクチュエーター交換

　ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(90 ESP) 　縦Gセンサー補正

　ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(ABS 81) 　エア抜き

　ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(ABS 81) 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(ABS MK 100) 　エア抜き

　ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(ABS MK 100) 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(ESP 81) 　エア抜き

　ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(ESP 81) 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(ESP 81) 　縦Gセンサー補正

　ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(ESP MK 100) 　ESP ECU交換

　ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(ESP MK 100) 　ジャイロメーター/Gセンサー補正

　ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(ESP MK 100) 　ハイドロリックブロックエア抜き(ESP MK100)

　ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(ESP_MK100) 　ハイドロリックブロックエア抜き(ESP MK100)

　ABS・ESP 　ESP ECU-エンジンECUペアリング

　ABS・ESP(ESP 81) 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　ABS・ESP(ESP 81) 　縦Gセンサー補正

　ABS・ESP(ESP 90_F) 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　ABS・ESP(ESP 90_F) 　縦Gセンサー/横Gセンサー初期化

　ABS・ESP(ESP 90_F) 　縦Gセンサー/横Gセンサー補正

　アクティブアンドパッシブセーフティー(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(90 ESP)) 　EPB自動係合再有効化

　アクティブアンドパッシブセーフティー(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(90 ESP)) 　EPB自動係合無効化

　アクティブアンドパッシブセーフティー(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(90 ESP)) 　EPB初期駆動

　アクティブアンドパッシブセーフティー(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(90 ESP)) 　ESP ECUメモリーデフラグ

　アクティブアンドパッシブセーフティー(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(90 ESP)) 　エア抜き

　アクティブアンドパッシブセーフティー(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(90 ESP)) 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　アクティブアンドパッシブセーフティー(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(90 ESP)) 　ブレーキパッド交換

　アクティブアンドパッシブセーフティー(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(90 ESP)) 　リア右モーターブレーキキャリパー交換

　アクティブアンドパッシブセーフティー(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(90 ESP)) 　リア左モーターブレーキキャリパー交換

　アクティブアンドパッシブセーフティー(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(90 ESP)) 　右側EPB(FSE)アクチュエーター交換

　アクティブアンドパッシブセーフティー(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(90 ESP)) 　左側EPB(FSE)アクチュエーター交換

　アクティブアンドパッシブセーフティー(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(90 ESP)) 　縦Gセンサー補正

　アクティブアンドパッシブセーフティー(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(ESP 81)) 　エア抜き

　アクティブアンドパッシブセーフティー(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(ESP 81)) 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　アクティブアンドパッシブセーフティー(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(ESP MK 100)) 　ESP ECU交換

　アクティブアンドパッシブセーフティー(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(ESP MK 100)) 　ジャイロメーター/Gセンサー補正

　アクティブアンドパッシブセーフティー(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(ESP MK 100)) 　ハイドロリックブロックエア抜き(ESP MK100)

　アクティブアンドパッシブセーフティー(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(ESP(横滑り防止機構) 8.1)) 　エア抜き

　アクティブアンドパッシブセーフティー(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(ESP(横滑り防止機構) 8.1)) 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　アクティブアンドパッシブセーフティー(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(ESP(横滑り防止機構) 8.1)) 　縦Gセンサー補正

　アクティブアンドパッシブセーフティー(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(ESP_BOSCH 8)) 　エア抜き

　アクティブアンドパッシブセーフティー(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(ESP_BOSCH 8)) 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　アクティブアンドパッシブセーフティー(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU(ESP_BOSCH 8)) 　縦Gセンサー補正

　アクティブアンドパッシブセーフティー(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU) 　ステアリングホイールアングルセンサー調整

　アクティブアンドパッシブセーフティー(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) ECU) 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　アクティブアンドパッシブセーフティー(エアバッグECU) 　アンロック

　アクティブアンドパッシブセーフティー(エアバッグECU) 　ロック

　アクティブアンドパッシブセーフティー(エアバッグECU) 　設定

　アクティブアンドパッシブセーフティー(電子セカンダリーブレーキ) 　ブレーキケーブル交換

　アクティブアンドパッシブセーフティー(電子セカンダリーブレーキ) 　電動パーキングブレーキ交換

　アクティブセーフティー(ABS 81) 　エア抜き

　アクティブセーフティー(ABS 81) 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　アクティブセーフティー(ABS(アンチロックブレーキシステム) MK70) 　エア抜き

　アクティブセーフティー(ABS(アンチロックブレーキシステム) MK70) 　フロント右ホイールソレノイドバルブ

　アクティブセーフティー(ABS(アンチロックブレーキシステム) MK70) 　フロント左ホイールソレノイドバルブ

　アクティブセーフティー(ABS(アンチロックブレーキシステム) MK70) 　リア右ホイールソレノイドバルブ

　アクティブセーフティー(ABS(アンチロックブレーキシステム) MK70) 　リア左ホイールソレノイドバルブ

　アクティブセーフティー(ABS(アンチロックブレーキシステム) MK70) 　設定

　アクティブセーフティー(ABS(アンチロックブレーキシステム) TEVES MK20) 　テーベス MK20 エア抜き

　アクティブセーフティー(ABS(アンチロックブレーキシステム) TEVES MK20) 　テーベス MK20 シミュレーション

　アラーム 　アラーム設定

　アンダーインフレーションディテクション(DSG_UDS) 　ホイールトランスミッターモジュール識別子書込み

　アンダーインフレーションディテクション(DSG_UDS) 　ホイールトランスミッターモジュール識別子読込み

　アンダーインフレーションディテクション(DSG_UDS) 　ホイールトランスミッターモジュール初期化

　アンダーインフレーションディテクション(DSG_UDS) 　ホイールトランスミッターモジュール信号初期化



　アンダーステアリングホイールコントロール(COM2008P) 　部品交換

　インストルメントパネル(コンバイン) 　サービスゼロリセット

　インストルメントパネル(コンバイン) 　設定

　エアコン 　エアコン設定

　エアコン(CLIM_REGULEE_UDS) 　学習

　エアバッグ 　アンロック

　エアバッグ 　ロック

　エアバッグ 　設定

　エアバッグ(SAC_AUTOLIV) 　アンロック

　エアバッグ(SAC_AUTOLIV) 　ロック

　エアバッグ(SAC_AUTOLIV) 　設定

　エアバッグ(エアバッグECU) 　アンロック

　エアバッグ(エアバッグECU) 　ロック

　エアバッグ(エアバッグECU) 　設定

　エアバッグ(エアバッグSACセントラル) 　エアバッグアンロック

　エアバッグ(エアバッグSACセントラル) 　エアバッグロック

　エアバッグ(エアバッグSACセントラル) 　エアバッグ設定

　エアバッグECU(RBG_UDS) 　アンロック

　エアバッグECU(RBG_UDS) 　ロック

　エアバッグECU(RBG_UDS) 　設定

　エアバッグECU(SAC_AUTOLIV) 　アンロック

　エアバッグECU(SAC_AUTOLIV) 　ロック

　エアバッグECU(SAC_AUTOLIV) 　設定

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(1600RD SAGEM S2000) 　自動適応値初期化

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(1600RD SL96) 　エミッション制御調整

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO) 　アクセルペダルセンサー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO) 　インジェクター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO) 　スロットルモーターユニット

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO) 　タイミング

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO) 　バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO) 　バリアブルバルブリフトモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO) 　フューエルセンダー/ポンプモジュール

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO) 　フロント/リアO2センサー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO) 　吸気圧力センサー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO) 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO) 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO) 　自動適応値初期化

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO) 　触媒コンバーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FW MEV 17.4) 　自動適応値初期化

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FS MEV 17.4) 　自動適応値初期化

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX EDC16C3) 　EGRミキサーバタフライ交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX EDC16C3) 　電動EGRバルブ交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY EDC16C3) 　EGRミキサーバタフライ交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY EDC16C3) 　電動EGRバルブ交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(BMF PUMA(BMF HDI 4C)) 　エアコン/クルーズコントロール交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(BMF PUMA(BMF HDI 4C)) 　オイルパラメーター再初期化

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(BMF PUMA(BMF HDI 4C)) 　高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ学習

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　AUXドライブベルト交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　EGRエクスチェンジャー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　EGRバルブ交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　O2センサー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　エアフローセンサー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　エアミキサー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　エンジンブロック交換(フローメーターあり)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　エンジンブロック交換(フローメーターなし)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　シリンダーヘッド交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　ターボ交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　差圧センサー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　粒子フィルター強制再生(停止中)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C34) 　EGRバルブ交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C34) 　設定再初期化

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　EGRエクスチェンジャー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　EGRバルブ交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　シリンダーヘッド交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　ターボ交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　EGRエクスチェンジャー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　EGRバルブ交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　O2センサー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　エアミキサー交換



　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　シリンダーヘッド交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　ターボ交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　添加剤リザーバー充填

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　粒子フィルター強制再生(停止中)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)) 　EGRバルブ交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)) 　O2センサー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)) 　オイルパラメーター再初期化

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)) 　クラッチプロポーショナルセンサー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)) 　スピードリミッター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)) 　ターボチャージャーポジションセンサー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)) 　フローメーター交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)) 　レール圧力センサー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)) 　粒子排出フィルター強制再生

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5) 　EGRバルブ交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5) 　O2センサー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5) 　オイルパラメーター再初期化

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5) 　クラッチプロポーショナルセンサー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5) 　スピードリミッター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5) 　ターボチャージャーポジションセンサー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5) 　フローメーター交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5) 　レール圧力センサー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5) 　粒子排出フィルター強制再生

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_8DF3) 　EGRバルブ交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_8DF3) 　O2センサー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_8DF3) 　エアミキサー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_8DF3) 　エンジンフライホイール交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_8DF3) 　オイル劣化カウンターゼロリセット

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_8DF3) 　フローメーター交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_8DF3) 　レール圧力センサー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_8DF3) 　粒子フィルター交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(L6A SAGEM SL96) 　エミッション制御調整

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFY BOSCH MP7.3) 　自動適応値初期化

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFZ SAGEM S2000) 　自動適応値初期化

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4) 　自動適応値初期化

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.4) 　自動適応値初期化

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4) 　自動適応値初期化

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35) 　自動適応値初期化

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(PUMA(PUMA 4HU(120 or 130))) 　エアコン/クルーズコントロール交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(PUMA(PUMA 4HU(120 or 130))) 　オイルパラメーター再初期化

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(PUMA(PUMA 4HU(120 or 130))) 　高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ学習

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(PUMA(PUMA 4HV)) 　エアコン/クルーズコントロール交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(PUMA(PUMA 4HV)) 　オイルパラメーター再初期化

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(PUMA(PUMA 4HV)) 　高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ学習

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4) 　EGRソレノイドバルブ交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4) 　Forced Regeneration Of The Particle Filter Vehicle moving

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4) 　Initialisation of the air flowmeter

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4) 　Initialisation of the differential pressure sensor

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4) 　Initialisation of the EGR electrovalve

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4) 　Initialisation of the high pressure pump

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4) 　Initialisation of the turbo

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4) 　エアフローセンサー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4) 　ターボ交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4) 　ディーゼル添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4) 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4) 　強制再生(車両停止時)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4) 　高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4) 　差圧センサー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4) 　EGRソレノイドバルブ交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4) 　Forced Regeneration Of The Particle Filter Vehicle moving

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4) 　Initialisation of the air flowmeter

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4) 　Initialisation of the differential pressure sensor

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4) 　Initialisation of the EGR electrovalve

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4) 　Initialisation of the high pressure pump

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4) 　Initialisation of the turbo

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4) 　エアフローセンサー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4) 　ターボ交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4) 　ディーゼル添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4) 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4) 　強制再生(車両停止時)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4) 　高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4) 　差圧センサー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4) 　粒子排出フィルター交換



　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4) 　EGRソレノイドバルブ交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4) 　Forced Regeneration Of The Particle Filter Vehicle moving

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4) 　Initialisation of the air flowmeter

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4) 　Initialisation of the differential pressure sensor

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4) 　Initialisation of the EGR electrovalve

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4) 　Initialisation of the high pressure pump

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4) 　Initialisation of the turbo

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4) 　エアフローセンサー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4) 　ターボ交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4) 　ディーゼル添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4) 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4) 　強制再生(車両停止時)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4) 　高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4) 　差圧センサー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208(SID208)) 　EGRバルブ交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208(SID208)) 　エアミキサー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208(SID208)) 　オイルパラメーター再初期化

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208(SID208)) 　オーバーホール

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208(SID208)) 　ターボチャージャー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208(SID208)) 　フローメーター交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208(SID208)) 　差圧センサー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208(SID208)) 　粒子フィルター強制再生(駆動中)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208(SID208)) 　粒子フィルター強制再生(停止中)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208(SID208)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208) 　EGRバルブ交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208) 　エアミキサー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208) 　オイルパラメーター再初期化

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208) 　オーバーホール

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208) 　ターボチャージャー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208) 　フローメーター交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208) 　差圧センサー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208) 　粒子フィルター強制再生(駆動中)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208) 　粒子フィルター強制再生(停止中)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807) 　EGRバルブ交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807) 　O2センサー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807) 　エアフローセンサー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807) 　エアミキサー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807) 　エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807) 　エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807) 　ターボ交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807) 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807) 　強制再生(車両停止時)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4)) 　EGRソレノイドバルブ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4)) 　Forced Regeneration Of The Particle Filter Vehicle moving

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4)) 　Initialisation of the air flowmeter

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4)) 　Initialisation of the differential pressure sensor

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4)) 　Initialisation of the EGR electrovalve

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4)) 　Initialisation of the high pressure pump

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4)) 　Initialisation of the turbo

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4)) 　エアフローセンサー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4)) 　ターボ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4)) 　ディーゼル添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4)) 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4)) 　強制再生(車両停止時)

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4)) 　高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4)) 　差圧センサー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4)) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.4(RHR DCM3.4)) 　EGRソレノイドバルブ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.4(RHR DCM3.4)) 　Forced Regeneration Of The Particle Filter Vehicle moving

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.4(RHR DCM3.4)) 　Initialisation of the air flowmeter

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.4(RHR DCM3.4)) 　Initialisation of the differential pressure sensor

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.4(RHR DCM3.4)) 　Initialisation of the EGR electrovalve

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.4(RHR DCM3.4)) 　Initialisation of the high pressure pump

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.4(RHR DCM3.4)) 　Initialisation of the turbo

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.4(RHR DCM3.4)) 　エアフローセンサー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.4(RHR DCM3.4)) 　ターボ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.4(RHR DCM3.4)) 　ディーゼル添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.4(RHR DCM3.4)) 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.4(RHR DCM3.4)) 　強制再生(車両停止時)

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.4(RHR DCM3.4)) 　高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.4(RHR DCM3.4)) 　差圧センサー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.4(RHR DCM3.4)) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.4(RHR DCM3.4)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　AUXドライブベルト交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　EGRエクスチェンジャー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　EGRバルブ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　O2センサー交換



　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　エアフローセンサー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　エアミキサー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　エンジンブロック交換(フローメーターあり)

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　エンジンブロック交換(フローメーターなし)

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　シリンダーヘッド交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　ターボ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　差圧センサー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　粒子フィルター強制再生(停止中)

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　AUXドライブベルト交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　EGRエクスチェンジャー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　EGRバルブ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　O2センサー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　エアフローセンサー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　エアミキサー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　エンジンブロック交換(フローメーターあり)

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　エンジンブロック交換(フローメーターなし)

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　シリンダーヘッド交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　ターボ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　差圧センサー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　粒子フィルター強制再生(停止中)

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY) 　EGRエクスチェンジャー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY) 　EGRソレノイドバルブ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY) 　O2センサー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY) 　エアフローセンサー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY) 　エアミキサー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY) 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY) 　エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY) 　エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY) 　シリンダーヘッド交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY) 　ターボ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY) 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY) 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY) 　ディーゼル添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY) 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY) 　高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY) 　差圧センサー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY) 　粒子フィルター強制再生(停止中)

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC16C3(9HX DV6ATED4 - 90CV)) 　EGRミキサーバタフライ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC16C3(9HX DV6ATED4 - 90CV)) 　電動EGRバルブ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC16C3(9HY-DV6TED4 - 110CV)) 　EGRミキサーバタフライ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC16C3(9HY-DV6TED4 - 110CV)) 　電動EGRバルブ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　EGRエクスチェンジャー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　EGRバルブ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　O2センサー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　エアミキサー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　シリンダーヘッド交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　ターボ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　粒子フィルター強制再生(停止中)

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　EGRエクスチェンジャー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　EGRバルブ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　シリンダーヘッド交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　ターボ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　EGRエクスチェンジャー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　EGRバルブ交換



　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　O2センサー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　エアミキサー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　シリンダーヘッド交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　ターボ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　粒子フィルター強制再生(停止中)

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807(9HL HDI_SID807)) 　EGRバルブ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807(9HL HDI_SID807)) 　O2センサー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807(9HL HDI_SID807)) 　エアフローセンサー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807(9HL HDI_SID807)) 　エアミキサー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807(9HL HDI_SID807)) 　エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807(9HL HDI_SID807)) 　エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807(9HL HDI_SID807)) 　ターボ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807(9HL HDI_SID807)) 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807(9HL HDI_SID807)) 　強制再生(車両停止時)

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807(9HL HDI_SID807)) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807(9HL HDI_SID807)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2)) 　EGRバルブ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2)) 　O2センサー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2)) 　エアフローセンサー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2)) 　エアミキサー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2)) 　エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2)) 　エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2)) 　ターボ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2)) 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2)) 　強制再生(車両停止時)

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2)) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2)) 　EGRバルブ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2)) 　O2センサー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2)) 　エアフローセンサー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2)) 　エアミキサー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2)) 　エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2)) 　エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2)) 　ターボ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2)) 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2)) 　強制再生(車両停止時)

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2)) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(ME745) 　自動適応値初期化

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(ME745_EC5) 　自動適応値初期化

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MED17_4_4) 　インジェクター交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MED17_4_4) 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MED17_4_4) 　エンジンフライホイール交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MED17_4_4) 　オルタネーター交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MED17_4_4) 　クラッチ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MED17_4_4) 　サブバッテリー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MED17_4_4) 　サブバッテリー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MED17_4_4) 　シリンダーヘッド交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MED17_4_4) 　スターターモーター交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MED17_4_4) 　ターボチャージャー圧力制御バルブ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MED17_4_4) 　ターボチャージャー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MED17_4_4) 　タイミングベルト

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MED17_4_4) 　一時的にストップアンドスタートON(最大10km)

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MED17_4_4) 　吸気可変カムシャフト交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MED17_4_4) 　自動適応値初期化

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MED17_4_4) 　電動バタフライハウジング交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MED17_4_EURO4(5FN MED17_4_EURO4)) 　自動適応値初期化

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MED17_4_EURO4(5FT MED17_4_EURO4)) 　自動適応値初期化

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MED17_4_EURO4(5FX MED17_4_EURO4)) 　自動適応値初期化

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MED17_4_EURO4(5FY MED17_4_EURO4)) 　自動適応値初期化

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MED17_4_EURO4(8FP MED17_4_EURO4)) 　自動適応値初期化

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)) 　アクセルペダルセンサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)) 　インジェクター

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)) 　スロットルモーターユニット

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)) 　タイミング

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)) 　バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)) 　バリアブルバルブリフトモーター

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)) 　フューエルセンダー/ポンプモジュール

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)) 　フロント/リアO2センサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)) 　吸気圧力センサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)) 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)) 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)) 　自動適応値初期化

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)) 　触媒コンバーター

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C)) 　アクセルペダルセンサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C)) 　インジェクター



　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C)) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C)) 　スロットルモーターユニット

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C)) 　タイミング

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C)) 　バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C)) 　バリアブルバルブリフトモーター

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C)) 　フューエルセンダー/ポンプモジュール

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C)) 　フロント/リアO2センサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C)) 　吸気圧力センサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C)) 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C)) 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C)) 　自動適応値初期化

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C)) 　触媒コンバーター

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM)) 　アクセルペダルセンサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM)) 　インジェクター

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM)) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM)) 　スロットルモーターユニット

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM)) 　タイミング

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM)) 　バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM)) 　バリアブルバルブリフトモーター

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM)) 　フューエルセンダー/ポンプモジュール

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM)) 　フロント/リアO2センサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM)) 　吸気圧力センサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM)) 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM)) 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM)) 　自動適応値初期化

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM)) 　触媒コンバーター

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO4(5FW MEV17_4_EURO4)) 　自動適応値初期化

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO4(8FS MEV17_4_EURO4)) 　自動適応値初期化

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(5FS MEV17_4_EURO5)) 　アクセルペダルセンサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(5FS MEV17_4_EURO5)) 　インジェクター

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(5FS MEV17_4_EURO5)) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(5FS MEV17_4_EURO5)) 　スロットルモーターユニット

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(5FS MEV17_4_EURO5)) 　タイミング

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(5FS MEV17_4_EURO5)) 　バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(5FS MEV17_4_EURO5)) 　バリアブルバルブリフトモーター

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(5FS MEV17_4_EURO5)) 　フューエルセンダー/ポンプモジュール

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(5FS MEV17_4_EURO5)) 　フロント/リアO2センサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(5FS MEV17_4_EURO5)) 　吸気圧力センサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(5FS MEV17_4_EURO5)) 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(5FS MEV17_4_EURO5)) 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(5FS MEV17_4_EURO5)) 　自動適応値初期化

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(5FS MEV17_4_EURO5)) 　触媒コンバーター

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(8FP MEV17_4_EURO5)) 　アクセルペダルセンサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(8FP MEV17_4_EURO5)) 　インジェクター

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(8FP MEV17_4_EURO5)) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(8FP MEV17_4_EURO5)) 　スロットルモーターユニット

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(8FP MEV17_4_EURO5)) 　タイミング

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(8FP MEV17_4_EURO5)) 　バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(8FP MEV17_4_EURO5)) 　バリアブルバルブリフトモーター

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(8FP MEV17_4_EURO5)) 　フューエルセンダー/ポンプモジュール

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(8FP MEV17_4_EURO5)) 　フロント/リアO2センサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(8FP MEV17_4_EURO5)) 　吸気圧力センサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(8FP MEV17_4_EURO5)) 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(8FP MEV17_4_EURO5)) 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(8FP MEV17_4_EURO5)) 　自動適応値初期化

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(8FP MEV17_4_EURO5)) 　触媒コンバーター

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(8FR MEV17_4_EURO5)) 　アクセルペダルセンサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(8FR MEV17_4_EURO5)) 　インジェクター

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(8FR MEV17_4_EURO5)) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(8FR MEV17_4_EURO5)) 　スロットルモーターユニット

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(8FR MEV17_4_EURO5)) 　タイミング

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(8FR MEV17_4_EURO5)) 　バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(8FR MEV17_4_EURO5)) 　バリアブルバルブリフトモーター

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(8FR MEV17_4_EURO5)) 　フューエルセンダー/ポンプモジュール

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(8FR MEV17_4_EURO5)) 　フロント/リアO2センサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(8FR MEV17_4_EURO5)) 　吸気圧力センサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(8FR MEV17_4_EURO5)) 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(8FR MEV17_4_EURO5)) 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(8FR MEV17_4_EURO5)) 　自動適応値初期化

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_EURO5(8FR MEV17_4_EURO5)) 　触媒コンバーター

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2)) 　アクセルペダルセンサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2)) 　インジェクター

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2)) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2)) 　スロットルモーターユニット

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2)) 　タイミング

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2)) 　バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2)) 　バリアブルバルブリフトモーター

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2)) 　フューエルセンダー/ポンプモジュール

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2)) 　フロント/リアO2センサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2)) 　吸気圧力センサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2)) 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2)) 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2)) 　自動適応値初期化



　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2)) 　触媒コンバーター

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(V46_32(NFP)) 　アクセルペダル

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(V46_32(NFP)) 　インジェクター

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(V46_32(NFP)) 　シリンダーリファレンスセンサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(V46_32(NFP)) 　スロットルモーターユニット

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(V46_32(NFP)) 　吸気可変カムシャフト

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(V46_32(NFP)) 　吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(V46_32(NFP)) 　自動適応値初期化

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(V46_52(NFP)) 　アクセルペダル

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(V46_52(NFP)) 　インジェクター

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(V46_52(NFP)) 　シリンダーリファレンスセンサー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(V46_52(NFP)) 　スロットルモーターユニット

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(V46_52(NFP)) 　吸気可変カムシャフト

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(V46_52(NFP)) 　吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(V46_52(NFP)) 　自動適応値初期化

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(VD46(HNY)) 　アクセルペダル交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(VD46(HNY)) 　インジェクター交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(VD46(HNY)) 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(VD46(HNY)) 　エンジンフライホイール交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(VD46(HNY)) 　オルタネーター交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(VD46(HNY)) 　クラッチ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(VD46(HNY)) 　サブバッテリー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(VD46(HNY)) 　サブバッテリー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(VD46(HNY)) 　シリンダーヘッド交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(VD46(HNY)) 　スターターモーター交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(VD46(HNY)) 　ターボチャージャー圧力制御バルブ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(VD46(HNY)) 　ターボチャージャー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(VD46(HNY)) 　一時的にストップアンドスタートON(最大10km)

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(VD46(HNY)) 　吸気可変カムシャフト交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(VD46(HNY)) 　自動適応値初期化

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(VD46(HNY)) 　電動バタフライハウジング交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(VD46(HNY)) 　排気可変カムシャフト交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(VD46(HNZ)) 　アクセルペダル交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(VD46(HNZ)) 　インジェクター交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(VD46(HNZ)) 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(VD46(HNZ)) 　エンジンフライホイール交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(VD46(HNZ)) 　オルタネーター交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(VD46(HNZ)) 　クラッチ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(VD46(HNZ)) 　サブバッテリー

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(VD46(HNZ)) 　サブバッテリー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(VD46(HNZ)) 　シリンダーヘッド交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(VD46(HNZ)) 　スターターモーター交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(VD46(HNZ)) 　ターボチャージャー圧力制御バルブ交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(VD46(HNZ)) 　ターボチャージャー交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(VD46(HNZ)) 　一時的にストップアンドスタートON(最大10km)

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(VD46(HNZ)) 　吸気可変カムシャフト交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(VD46(HNZ)) 　自動適応値初期化

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(VD46(HNZ)) 　電動バタフライハウジング交換

　エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(VD46(HNZ)) 　排気可変カムシャフト交換

　エンジン・オートマチックギアボックス(AL4 オートマチックギアボックス) 　AT自動適応初期化

　エンジン・オートマチックギアボックス(AL4 オートマチックギアボックス) 　オイルウェアカウンター

　エンジン・オートマチックギアボックス(AL4 ギアボックス) 　AT自動適応初期化

　エンジン・オートマチックギアボックス(AL4 ギアボックス) 　オイルウェアカウンター

　エンジン・オートマチックギアボックス(オートマチックギアボックス) 　AT自動適応初期化

　エンジン・オートマチックギアボックス(オートマチックギアボックス) 　オイルウェアカウンター

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(6FZ SAGEM S2000)) 　自動適応値初期化

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(7LZ MM5NP)) 　自動適応値初期化

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(HFX J34P)) 　自動設定

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(HFX J34P)) 　自動適応値初期化

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(HFX J34P)) 　設定

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(HFX J34P)) 　設定表示

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(HFX MM4.8P)) 　自動適応値初期化

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(K6D J34P)) 　自動設定

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(K6D J34P)) 　自動適応値初期化

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(K6D J34P)) 　設定表示

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(K6D SAGEM S2000)) 　自動適応値初期化

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(K6D SAGEM S2000)) 　設定

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL)) 　自動適応値初期化

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL)) 　設定

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4)) 　自動適応値初期化

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4)) 　設定

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFW J34P)) 　自動設定

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFW J34P)) 　自動適応値初期化

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFW J34P)) 　設定表示

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749 BIOFLEX)) 　自動適応値初期化

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749)) 　自動適応値初期化

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000)) 　自動適応値初期化

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000)) 　設定

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFX BOSCH MP7.3)) 　初期自動適応値

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFX MM1AP)) 　エミッション制御調整

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL)) 　自動適応値初期化

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL)) 　設定

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4)) 　自動適応値初期化



　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4)) 　設定

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.5)) 　自動適応値初期化

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.5)) 　設定

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL)) 　自動適応値初期化

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL)) 　設定

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4)) 　自動適応値初期化

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4)) 　設定

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.5)) 　自動適応値初期化

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.5)) 　設定

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35)) 　自動適応値初期化

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A or N6B ME749 BIO FLEX)) 　自動適応値初期化

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM 4.8P)) 　自動適応値初期化

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM 4.8P)) 　自動適応値初期化

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4.8P)) 　自動適応値初期化

　エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4MP2(電動制御スロットル))) 　自動適応値初期化

　エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HZ BOSCH EDC16C3)) 　添加剤量設定(DPF)

　エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803)) 　強制再生(車両駆動時)

　エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803)) 　強制再生(車両停止時)

　エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803)) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803)) 　添加剤リザーバー充填

　エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803)) 　燃料添加剤レベルゼロリセット(試験運用版)

　エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803)) 　強制再生(車両駆動時)

　エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803)) 　強制再生(車両停止時)

　エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803)) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803)) 　添加剤リザーバー充填

　エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803)) 　燃料添加剤レベルゼロリセット(試験運用版)

　エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　アクセルペダルセンサー

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　インジェクター

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　スロットルモーターユニット

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　タイミング

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　バリアブルバルブリフトモーター

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　フューエルセンダー/ポンプモジュール

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　フロント/リアO2センサー

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　吸気圧力センサー

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　触媒コンバーター

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FW MEV 17.4)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FS MEV 17.4)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)) 　EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)) 　O2センサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)) 　エアフローセンサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)) 　エアミキサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)) 　エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)) 　エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)) 　ターボ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)) 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)) 　強制再生(車両停止時)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX EDC16C3)) 　EGRミキサーバタフライ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX EDC16C3)) 　電動EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY EDC16C3)) 　EGRミキサーバタフライ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY EDC16C3)) 　電動EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))) 　EGRエクスチェンジャー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))) 　EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))) 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))) 　シリンダーヘッド交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))) 　ターボ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))) 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))) 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))) 　高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV))) 　EGRエクスチェンジャー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV))) 　EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV))) 　O2センサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV))) 　エアミキサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV))) 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV))) 　シリンダーヘッド交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV))) 　ターボ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV))) 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV))) 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV))) 　高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV))) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV))) 　添加剤リザーバー充填

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV))) 　粒子フィルター強制再生(停止中)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV))) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV))) 　EGRエクスチェンジャー交換



　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV))) 　EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV))) 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV))) 　シリンダーヘッド交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV))) 　ターボ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV))) 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV))) 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV))) 　高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV))) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV))) 　EGRエクスチェンジャー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV))) 　EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV))) 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV))) 　シリンダーヘッド交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV))) 　ターボ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV))) 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV))) 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV))) 　高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV))) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED))) 　EGRエクスチェンジャー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED))) 　EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED))) 　O2センサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED))) 　エアミキサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED))) 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED))) 　シリンダーヘッド交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED))) 　ターボ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED))) 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED))) 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED))) 　高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED))) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED))) 　粒子フィルター強制再生(停止中)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED))) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV))) 　EGRエクスチェンジャー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV))) 　EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV))) 　O2センサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV))) 　エアミキサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV))) 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV))) 　シリンダーヘッド交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV))) 　ターボ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV))) 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV))) 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV))) 　高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV))) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV))) 　添加剤リザーバー充填

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV))) 　粒子フィルター強制再生(停止中)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV))) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV))) 　EGRエクスチェンジャー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV))) 　EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV))) 　O2センサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV))) 　エアミキサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV))) 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV))) 　シリンダーヘッド交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV))) 　ターボ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV))) 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV))) 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV))) 　高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV))) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV))) 　粒子フィルター強制再生(停止中)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV))) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)) 　DENOXシステムリザーバー/ゲージポンプモジュール/パイプ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)) 　DENOXシステム故障再初期化

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)) 　DENOX触媒コンバーター交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)) 　DENOX触媒コンバーター再生

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)) 　EGRバルブ開度登録

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)) 　EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)) 　EGRバルブ清掃

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)) 　NOxセンサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)) 　エアミキサー開度登録

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)) 　エアミキサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)) 　エンジンフライホイール交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)) 　クラッチ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)) 　シリンダーブロック交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)) 　ストップアンドスタートコントロール

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)) 　ターボチャージャー開度登録

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)) 　ターボチャージャー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)) 　ディーゼル添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)) 　バッテリー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)) 　プレキャタライザー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)) 　フローメーター交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)) 　高圧ポンプ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)) 　再初期化(尿素水インジェクター交換後)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)) 　低圧フューエルポンプ/フューエルフィルター/パイプ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)) 　添加剤リザーバー充填

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)) 　尿素水インジェクター交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)) 　尿素水リザーバー充填



　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)) 　尿素水リザーバー充填/ドレーン

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)) 　粒子フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)) 　粒子フィルター再生

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2 9HL))) 　EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2 9HL))) 　O2センサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2 9HL))) 　エアフローセンサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2 9HL))) 　エアミキサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2 9HL))) 　エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2 9HL))) 　エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2 9HL))) 　ターボ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2 9HL))) 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2 9HL))) 　強制再生(車両停止時)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2 9HL))) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2 9HL))) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6A)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6B)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFR)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFU)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21)) 　アクセルペダル

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21)) 　インジェクター

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21)) 　シリンダーリファレンスセンサー

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21)) 　スロットルモーターユニット

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21)) 　吸気可変カムシャフト

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21)) 　吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)) 　EGRソレノイドバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)) 　Forced Regeneration Of The Particle Filter Vehicle moving

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)) 　Initialisation of the air flowmeter

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)) 　Initialisation of the differential pressure sensor

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)) 　Initialisation of the EGR electrovalve

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)) 　Initialisation of the high pressure pump

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)) 　Initialisation of the turbo

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)) 　エアフローセンサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)) 　ターボ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)) 　ディーゼル添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)) 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)) 　強制再生(車両停止時)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)) 　高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)) 　差圧センサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)) 　EGRソレノイドバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)) 　Forced Regeneration Of The Particle Filter Vehicle moving

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)) 　Initialisation of the air flowmeter

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)) 　Initialisation of the differential pressure sensor

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)) 　Initialisation of the EGR electrovalve

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)) 　Initialisation of the high pressure pump

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)) 　Initialisation of the turbo

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)) 　エアフローセンサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)) 　ターボ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)) 　ディーゼル添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)) 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)) 　強制再生(車両停止時)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)) 　高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)) 　差圧センサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)) 　EGRソレノイドバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)) 　Forced Regeneration Of The Particle Filter Vehicle moving

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)) 　Initialisation of the air flowmeter

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)) 　Initialisation of the differential pressure sensor

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)) 　Initialisation of the EGR electrovalve

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)) 　Initialisation of the high pressure pump

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)) 　Initialisation of the turbo

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)) 　エアフローセンサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)) 　ターボ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)) 　ディーゼル添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)) 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)) 　強制再生(車両停止時)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)) 　高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)) 　差圧センサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)) 　ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)) 　添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)) 　粒子フィルター強制再生(停止中)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(5FC MED17_4_2)) 　アクセルペダル

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(5FC MED17_4_2)) 　インジェクター

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(5FC MED17_4_2)) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(5FC MED17_4_2)) 　スロットルモーターユニット

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(5FC MED17_4_2)) 　タイミング調整点検

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(5FC MED17_4_2)) 　フューエルセンダー/ポンプモジュール



　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(5FC MED17_4_2)) 　フロント/リアO2センサー

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(5FC MED17_4_2)) 　レール圧力センサー

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(5FC MED17_4_2)) 　吸気圧力センサー

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(5FC MED17_4_2)) 　吸気可変カムシャフト

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(5FC MED17_4_2)) 　吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(5FC MED17_4_2)) 　自動適応初期化

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(5FC MED17_4_2)) 　触媒コンバーター

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(5FC MED17_4_2)) 　燃圧コントロールソレノイドバルブ

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(5FC MED17_4_2)) 　燃料高圧ポンプ

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(5FM MED17.4.2)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　アクセルペダルセンサー

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　インジェクター

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　スロットルモーターユニット

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　タイミング

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　バリアブルバルブリフトモーター

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　フューエルセンダー/ポンプモジュール

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　フロント/リアO2センサー

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　吸気圧力センサー

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　触媒コンバーター

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(5FW MEV 17.4)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(8FS MEV 17.4)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(9HX EDC16C3)) 　EGRミキサーバタフライ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(9HX EDC16C3)) 　電動EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(9HY EDC16C3)) 　EGRミキサーバタフライ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(9HY EDC16C3)) 　電動EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(AHV DCM6.2)) 　ディーゼルインジェクター特性設定

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(AHW DCM6.2)) 　ディーゼルインジェクター特性設定

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(AHX DCM6.2)) 　ディーゼルインジェクター特性設定

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5 RHE)) 　EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5 RHE)) 　ディーゼル添加剤タンク&フューエルタンク交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5 RHE)) 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5 RHE)) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5 RHE)) 　添加剤リザーバー充填

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5 RHE)) 　粒子フィルター強制再生(停止中)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5 RHE)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5 RHH)) 　EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5 RHH)) 　ディーゼル添加剤タンク&フューエルタンク交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5 RHH)) 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5 RHH)) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5 RHH)) 　添加剤リザーバー充填

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5 RHH)) 　粒子フィルター強制再生(停止中)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5 RHH)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5_BR2)) 　AUXドライブベルト交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5_BR2)) 　EGRエクスチェンジャー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5_BR2)) 　EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5_BR2)) 　O2センサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5_BR2)) 　エアフローセンサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5_BR2)) 　エアミキサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5_BR2)) 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5_BR2)) 　エンジンブロック交換(フローメーターあり)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5_BR2)) 　エンジンブロック交換(フローメーターなし)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5_BR2)) 　シリンダーヘッド交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5_BR2)) 　ターボ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5_BR2)) 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5_BR2)) 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5_BR2)) 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5_BR2)) 　ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5_BR2)) 　高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5_BR2)) 　差圧センサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5_BR2)) 　添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5_BR2)) 　粒子フィルター強制再生(停止中)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5_BR2)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　AUXドライブベルト交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　DENOXシステム故障再初期化

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　DENOX触媒コンバーター交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　EGRエクスチェンジャーバイパス清掃

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　EGRバルブ開度登録

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　EGRバルブ清掃

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　NOxセンサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　エアミキサー開度登録

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　エアミキサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　エンジンフライホイール交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　エンジンブロック交換(フローメーターなし)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　カムシャフト交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　クラッチ交換



　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　ゲージポンプモジュールリザーバ交換(DENOXシステムパイプ/尿素水インジェクター)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　シリンダーブロック交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　シリンダーヘッド交換(エアフローセンサーあり)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　シリンダーヘッド交換(エアフローセンサーなし)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　スターターモーター交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　ターボチャージャー開度登録

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　ターボチャージャー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　バッテリー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　プレキャタライザー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　フローメーター交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　リバーシブルオルタネーター交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　一時的にストップアンドスタートON

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　高圧ポンプ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　蓄電/電圧保持器交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　低圧フューエルポンプ/フューエルフィルター/パイプ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　添加剤リザーバー充填

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　尿素水リザーバー充填

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　尿素水リザーバー充填/ドレーン

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　燃料流量レギュレーター交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　粒子フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　粒子フィルター再生

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2)) 　粒子排出フィルター差圧センサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807 9HL)) 　EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807 9HL)) 　O2センサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807 9HL)) 　エアフローセンサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807 9HL)) 　エアミキサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807 9HL)) 　エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807 9HL)) 　エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807 9HL)) 　ターボ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807 9HL)) 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807 9HL)) 　強制再生(車両停止時)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807 9HL)) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807 9HL)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807_BR2)) 　EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807_BR2)) 　O2センサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807_BR2)) 　エアフローセンサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807_BR2)) 　エアミキサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807_BR2)) 　エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807_BR2)) 　エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807_BR2)) 　ターボ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807_BR2)) 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807_BR2)) 　強制再生(車両停止時)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807_BR2)) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_SID807_BR2)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(ME745 N6A)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(ME745 N6B)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(ME745 NFU)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2)) 　アクセルペダルセンサー

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2)) 　インジェクター

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2)) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2)) 　スロットルモーターユニット

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2)) 　タイミング

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2)) 　バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2)) 　バリアブルバルブリフトモーター

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2)) 　フューエルセンダー/ポンプモジュール

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2)) 　フロント/リアO2センサー

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2)) 　吸気圧力センサー

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2)) 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2)) 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(MEV17_4_2)) 　触媒コンバーター

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHF DCM 3.4)) 　EGRソレノイドバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHF DCM 3.4)) 　Forced Regeneration Of The Particle Filter Vehicle moving

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHF DCM 3.4)) 　Initialisation of the air flowmeter

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHF DCM 3.4)) 　Initialisation of the differential pressure sensor

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHF DCM 3.4)) 　Initialisation of the EGR electrovalve

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHF DCM 3.4)) 　Initialisation of the high pressure pump

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHF DCM 3.4)) 　Initialisation of the turbo

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHF DCM 3.4)) 　エアフローセンサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHF DCM 3.4)) 　ターボ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHF DCM 3.4)) 　ディーゼル添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHF DCM 3.4)) 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHF DCM 3.4)) 　強制再生(車両停止時)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHF DCM 3.4)) 　高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHF DCM 3.4)) 　差圧センサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHF DCM 3.4)) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHF DCM 3.4)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL DCM 3.4)) 　EGRソレノイドバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL DCM 3.4)) 　Forced Regeneration Of The Particle Filter Vehicle moving

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL DCM 3.4)) 　Initialisation of the air flowmeter

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL DCM 3.4)) 　Initialisation of the differential pressure sensor

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL DCM 3.4)) 　Initialisation of the EGR electrovalve



　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL DCM 3.4)) 　Initialisation of the high pressure pump

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL DCM 3.4)) 　Initialisation of the turbo

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL DCM 3.4)) 　エアフローセンサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL DCM 3.4)) 　ターボ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL DCM 3.4)) 　ディーゼル添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL DCM 3.4)) 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL DCM 3.4)) 　強制再生(車両停止時)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL DCM 3.4)) 　高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL DCM 3.4)) 　差圧センサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL DCM 3.4)) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL DCM 3.4)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DCM 3.4)) 　EGRソレノイドバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DCM 3.4)) 　Forced Regeneration Of The Particle Filter Vehicle moving

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DCM 3.4)) 　Initialisation of the air flowmeter

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DCM 3.4)) 　Initialisation of the differential pressure sensor

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DCM 3.4)) 　Initialisation of the EGR electrovalve

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DCM 3.4)) 　Initialisation of the high pressure pump

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DCM 3.4)) 　Initialisation of the turbo

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DCM 3.4)) 　エアフローセンサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DCM 3.4)) 　ターボ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DCM 3.4)) 　ディーゼル添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DCM 3.4)) 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DCM 3.4)) 　強制再生(車両停止時)

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DCM 3.4)) 　高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DCM 3.4)) 　差圧センサー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DCM 3.4)) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DCM 3.4)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FR MED17.4)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　アクセルペダルセンサー

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　インジェクター

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　スロットルモーターユニット

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　タイミング

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　バリアブルバルブリフトモーター

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　フューエルセンダー/ポンプモジュール

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　フロント/リアO2センサー

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　吸気圧力センサー

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)) 　触媒コンバーター

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)) 　アクセルペダルセンサー

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)) 　インジェクター

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)) 　スロットルモーターユニット

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)) 　タイミング

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)) 　バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)) 　バリアブルバルブリフトモーター

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)) 　フューエルセンダー/ポンプモジュール

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)) 　フロント/リアO2センサー

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)) 　吸気圧力センサー

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)) 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)) 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)) 　触媒コンバーター

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)) 　アクセルペダルセンサー

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)) 　インジェクター

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)) 　スロットルモーターユニット

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)) 　タイミング

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)) 　バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)) 　バリアブルバルブリフトモーター

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)) 　フューエルセンダー/ポンプモジュール

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)) 　フロント/リアO2センサー

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)) 　吸気圧力センサー

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)) 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)) 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)) 　触媒コンバーター

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FW MEV 17.4)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FX MED 17.4)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(5FY MED 17.4)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)) 　アクセルペダルセンサー

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)) 　インジェクター

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)) 　スロットルモーターユニット

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)) 　タイミング

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)) 　バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)) 　バリアブルバルブリフトモーター

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)) 　フューエルセンダー/ポンプモジュール

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)) 　フロント/リアO2センサー



　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)) 　吸気圧力センサー

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)) 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)) 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)) 　触媒コンバーター

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(8FS MEV 17.4)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(HFX MM4.8P)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LPC)) 　自動適応初期化

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749 BIO FLEX)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFW J34P)) 　自動設定

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFW J34P)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFW J34P)) 　設定表示

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000PM2)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000PM2)) 　設定

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6A)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6B)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFU)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4)) 　設定

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.5)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.5)) 　設定

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME749 BIO FLEX)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.5)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.5)) 　設定

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4)) 　設定

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.5)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.5)) 　設定

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A BOSCH ME749)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(XFV ME747)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(4HP20)) 　自動適応値初期化

　エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AL4_AT8)) 　AT自動適応初期化

　エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AL4_AT8)) 　オイルウェアカウンター

　エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_EURO5)) 　オートマチックギアボックスオイル交換

　エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_EURO5)) 　ニュートラルポジション登録

　エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA))) 　ギアボックスアクチュエーター取外し位置設定

　エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA))) 　ギアボックスアクチュエーター取付け位置設定

　エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA))) 　ギアボックスアクチュエーター初期化

　エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA))) 　ギアボックス登録

　エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA))) 　クラッチアクチュエーター登録

　エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA))) 　登録手順(ギアボックス&クラッチアクチュエーター)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)) 　EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)) 　O2センサー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)) 　エアフローセンサー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)) 　エアミキサー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)) 　エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)) 　エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)) 　ターボ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)) 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)) 　強制再生(車両停止時)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)) 　EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)) 　O2センサー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)) 　エアフローセンサー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)) 　エアミキサー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)) 　エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)) 　エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)) 　ターボ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)) 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)) 　強制再生(車両停止時)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)) 　EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)) 　O2センサー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)) 　エアフローセンサー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)) 　エアミキサー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)) 　エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)) 　エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)) 　ターボ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)) 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)) 　強制再生(車両停止時)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HT BOSCH EDC16C3)) 　EGRミキサーバタフライ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HT BOSCH EDC16C3)) 　電動EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HX BOSCH EDC16C3)) 　EGRミキサーバタフライ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HX BOSCH EDC16C3)) 　電動EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HX EDC16C3)) 　EGRミキサーバタフライ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HX EDC16C3)) 　電動EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3 EURO4('05～'09年)適合車))) 　EGRミキサーバタフライ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3 EURO4('05～'09年)適合車))) 　電動EGRバルブ交換



　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3)) 　EGRミキサーバタフライ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3)) 　電動EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HY EDC16C3)) 　EGRミキサーバタフライ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HY EDC16C3)) 　電動EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HZ BOSCH EDC16C3)) 　添加剤量設定(DPF)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)) 　AUXドライブベルト交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)) 　EGRエクスチェンジャー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)) 　EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)) 　O2センサー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)) 　エアフローセンサー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)) 　エアミキサー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)) 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)) 　エンジンブロック交換(フローメーターあり)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)) 　エンジンブロック交換(フローメーターなし)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)) 　シリンダーヘッド交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)) 　ターボ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)) 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)) 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)) 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)) 　ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)) 　高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)) 　差圧センサー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)) 　添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)) 　粒子フィルター強制再生(停止中)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))) 　EGRエクスチェンジャー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))) 　EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))) 　O2センサー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))) 　エアミキサー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))) 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))) 　シリンダーヘッド交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))) 　ターボ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))) 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))) 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))) 　高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))) 　粒子フィルター強制再生(停止中)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV))) 　EGRエクスチェンジャー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV))) 　EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV))) 　O2センサー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV))) 　エアミキサー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV))) 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV))) 　シリンダーヘッド交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV))) 　ターボ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV))) 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV))) 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV))) 　高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV))) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV))) 　粒子フィルター強制再生(停止中)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV))) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV))) 　EGRエクスチェンジャー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV))) 　EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV))) 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV))) 　シリンダーヘッド交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV))) 　ターボ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV))) 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV))) 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV))) 　高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV))) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV))) 　EGRエクスチェンジャー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV))) 　EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV))) 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV))) 　シリンダーヘッド交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV))) 　ターボ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV))) 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV))) 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV))) 　高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV))) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV))) 　EGRエクスチェンジャー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV))) 　EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV))) 　O2センサー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV))) 　エアミキサー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV))) 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV))) 　シリンダーヘッド交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV))) 　ターボ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV))) 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV))) 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV))) 　高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV))) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV))) 　粒子フィルター強制再生(停止中)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV))) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV))) 　EGRエクスチェンジャー交換



　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV))) 　EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV))) 　O2センサー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV))) 　エアミキサー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV))) 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV))) 　シリンダーヘッド交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV))) 　ターボ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV))) 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV))) 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV))) 　高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV))) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV))) 　粒子フィルター強制再生(停止中)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV))) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)) 　EGRソレノイドバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)) 　Forced Regeneration Of The Particle Filter Vehicle moving

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)) 　Initialisation of the air flowmeter

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)) 　Initialisation of the differential pressure sensor

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)) 　Initialisation of the EGR electrovalve

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)) 　Initialisation of the high pressure pump

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)) 　Initialisation of the turbo

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)) 　エアフローセンサー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)) 　ターボ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)) 　ディーゼル添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)) 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)) 　強制再生(車両停止時)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)) 　高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)) 　差圧センサー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)) 　EGRソレノイドバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)) 　Forced Regeneration Of The Particle Filter Vehicle moving

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)) 　Initialisation of the air flowmeter

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)) 　Initialisation of the differential pressure sensor

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)) 　Initialisation of the EGR electrovalve

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)) 　Initialisation of the high pressure pump

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)) 　Initialisation of the turbo

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)) 　エアフローセンサー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)) 　ターボ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)) 　ディーゼル添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)) 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)) 　強制再生(車両停止時)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)) 　高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)) 　差圧センサー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803)) 　強制再生(車両駆動時)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803)) 　強制再生(車両停止時)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803)) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803)) 　添加剤リザーバー充填

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803)) 　燃料添加剤レベルゼロリセット(試験運用版)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)) 　EGRソレノイドバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)) 　Forced Regeneration Of The Particle Filter Vehicle moving

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)) 　Initialisation of the air flowmeter

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)) 　Initialisation of the differential pressure sensor

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)) 　Initialisation of the EGR electrovalve

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)) 　Initialisation of the high pressure pump

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)) 　Initialisation of the turbo

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)) 　エアフローセンサー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)) 　ターボ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)) 　ディーゼル添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)) 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)) 　強制再生(車両停止時)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)) 　高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)) 　差圧センサー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803)) 　強制再生(車両駆動時)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803)) 　強制再生(車両停止時)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803)) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803)) 　添加剤リザーバー充填

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803)) 　燃料添加剤レベルゼロリセット(試験運用版)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)) 　ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)) 　添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)) 　粒子フィルター強制再生(停止中)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(SID807)) 　EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(SID807)) 　O2センサー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(SID807)) 　エアフローセンサー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(SID807)) 　エアミキサー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(SID807)) 　エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(SID807)) 　エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(SID807)) 　ターボ交換



　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(SID807)) 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(SID807)) 　強制再生(車両停止時)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(SID807)) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(SID807)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201)) 　EGRバルブ交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201)) 　ディーゼル添加剤タンク&フューエルタンク交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201)) 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201)) 　添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201)) 　添加剤リザーバー充填

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201)) 　粒子フィルター強制再生(停止中)

　エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201)) 　粒子排出フィルター交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼルフューエルアデティブコントロールユニット) 　リザーバ補充 低燃料レベル警告ランプ点灯

　エンジン・ギアボックス(ディーゼルフューエルアデティブコントロールユニット) 　測定ポンプの交換/タンクの交換

　エンジン・ギアボックス(ディーゼルフューエルアデティブコントロールユニット) 　粒子排出フィルター清掃/交換

　エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795)) 　スロットルモーターバルブ登録

　オープニングコントロール(電動リトラクタブルルーフ) 　サンルーフ設定

　ギアボックスECU(BVA AM6_AT6_EURO5) 　オートマチックギアボックスオイル交換

　ギアボックスECU(BVA AM6_AT6_EURO5) 　ニュートラルポジション登録

　ギアボックスECU(BVA AM6_AT6_UDS) 　オートマチックギアボックスオイル交換

　ギアボックスECU(BVA AM6_AT6_UDS) 　ニュートラルポジション登録

　ギアボックスECU(BVA AM6_AT6_UDS) 　登録値(パーシャルリアライメント)

　ギアボックスECU(BVA AM6_AT6_UDS) 　登録値(フルリアライメント)

　ギアボックスECU(CFC300P_Hy) 　ギアボックスゲート学習

　ギアボックスECU(CFC300P_Hy) 　クラッチ係合点登録

　ギアボックスECU(CFC300P_Hy) 　伝達率値初期化

　ギアボックスECU(CFC300P_Hy) 　油圧系統エア抜き

　ギアボックスECU(CFC300P_Hy) 　油圧系統加圧

　ギアボックスECU(CFC300P_Hy) 　油圧系統減圧

　ギアボックスECU(MMT) 　クラッチ/ギアボックス登録

　ギアボックスECU(MMT) 　クラッチアクチュエーター取外し/取付け位置設定

　コードアンチスタート(ADC) 　キーコード消去

　コードアンチスタート(ADC) 　キーコード登録(マスターキー付)

　サンルーフ(TOUV) 　サンルーフ登録

　ダイナミックヘッドランプハイト調整(BEMP) 　調整

　ダイナミックヘッドランプハイト調整(LADCT) 　調整

　ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(CDプレーヤー) 　CDチェンジャー設定

　ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(インストルメントパネル) 　インストルメントパネル設定

　ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(インストルメントパネル) 　設定

　ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレー・テレマティック(AMF)) 　AMFオプション

　ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレー・テレマティック(AMF)) 　言語

　ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレー・テレマティック(AMF)) 　表示モード

　ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレー・テレマティック(RT3)) 　データ通信ECU

　ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレー・テレマティック(RT3)) 　データ通信ECU - VINコード

　ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレー・テレマティック(RT3)) 　テレマティックススクリーン

　ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレー・テレマティック(RT3)) 　バッテリー交換

　ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレー・テレマティック(RT3)) 　ボイスメール

　ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレー・テレマティック(RT3)) 　緊急時用電話番号

　ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレー・テレマティック(RT3)) 　個人データゼロリセット

　ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレー・テレマティック(RT3)) 　通常SMSCナンバー

　ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ラジオ) 　VINコード

　ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ラジオ) 　ラジオ設定

　ドライバー通知・オーディオ・通信(インストルメントパネル) 　サービスゼロリセット

　ドライバー通知・オーディオ・通信(インストルメントパネル) 　設定

　ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレー(EMF)) 　オプション設定

　ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレー(EMF)) 　カスタマーパラメーターセッティングメニュー設定

　ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレー(EMF)) 　カスタマー言語設定

　ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレー(EMF)) 　リモートコントロール設定

　ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレー(EMF)) 　設定・表示モード

　ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレー(タイプ 'C カラー'(ドットマトリックス))) 　カスタマー設定

　ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレー(タイプ 'C カラー'(ドットマトリックス))) 　パーソナライゼーションメニュー設定

　ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレー(タイプ 'C カラー'(ドットマトリックス))) 　車両設定

　ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレー(タイプ 'C'(ドットマトリックス))) 　オプション設定

　ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレー(タイプ 'C'(ドットマトリックス))) 　カスタマーパラメーターセッティングメニュー設定

　ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレー(タイプ 'C'(ドットマトリックス))) 　カスタマー言語設定

　ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレー(タイプ 'C'(ドットマトリックス))) 　リモートコントロール設定

　ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレー(タイプ 'C'(ドットマトリックス))) 　設定・表示モード

　ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレー) 　オプション設定

　ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレー) 　カスタマーパラメーターセッティングメニュー設定

　ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレー) 　カスタマー言語設定

　ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレー) 　リモートコントロール設定

　ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレー) 　設定・表示モード

　ドライビングアシスタンス・コンフォート(エアコン) 　設定

　ドライビングアシスタンス・コンフォート(パーキングエイド) 　設定

　ドライビングアシスタンス・コンフォート(電子パーキングブレーキ) 　ブレーキケーブル交換

　ドライビングアシスタンス・コンフォート(電子パーキングブレーキ) 　電動パーキングブレーキ交換

　トラクションバッテリー ECU(TBMU) 　再有効化

　ハイブリッドコントロール ECU 1(HCU1 EURO6) 　アクセサリードライブベルト交換

　ハイブリッドコントロール ECU 1(HCU1 EURO6) 　スターターモードによる強制スタート

　ハイブリッドコントロール ECU 1(HCU1 EURO6) 　ファクトリーモード終了

　ハイブリッドコントロール ECU 1(HCU1 EURO6) 　再有効化

　パワーステアリング(DAE) 　トルクセンサー調整

　パワーステアリング(DAE) 　回転角センサー出力補正

　ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(サンルーフ) 　初期化



　ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(サンルーフ) 　設定

　ビルトインシステムインターフェイス 　[オプション] エンジンコンパートメント

　ビルトインシステムインターフェイス 　[オプション] オープニング/アクセス

　ビルトインシステムインターフェイス 　[オプション] ショールーム

　ビルトインシステムインターフェイス 　[オプション] その他

　ビルトインシステムインターフェイス 　[オプション] ライティング/シグナリング

　ビルトインシステムインターフェイス 　[オプション] ロッキング/アンロッキング

　ビルトインシステムインターフェイス 　[オプション] 警告音

　ビルトインシステムインターフェイス 　[オプション] 警告灯

　ビルトインシステムインターフェイス 　[オプション] 視認性

　ビルトインシステムインターフェイス 　[オプション] 助手席コンパートメント

　ビルトインシステムインターフェイス 　[オプション] 暖房/換気

　ビルトインシステムインターフェイス 　[オプション] 燃料情報

　ビルトインシステムインターフェイス 　206SD

　ビルトインシステムインターフェイス 　206ハッチバック

　ビルトインシステムインターフェイス 　BSIコード登録

　ビルトインシステムインターフェイス 　ECU表示

　ビルトインシステムインターフェイス 　SD V1

　ビルトインシステムインターフェイス 　SD V20

　ビルトインシステムインターフェイス 　SD V8

　ビルトインシステムインターフェイス 　SD V9

　ビルトインシステムインターフェイス 　SDタイプ1

　ビルトインシステムインターフェイス 　SDタイプ10

　ビルトインシステムインターフェイス 　SDタイプ2

　ビルトインシステムインターフェイス 　SDタイプ20

　ビルトインシステムインターフェイス 　SDタイプ8

　ビルトインシステムインターフェイス 　SDタイプ9

　ビルトインシステムインターフェイス 　VIN(車両識別番号)

　ビルトインシステムインターフェイス 　VINコード

　ビルトインシステムインターフェイス 　エンジンイモビライザーコード・キー

　ビルトインシステムインターフェイス 　オート設定(新バージョン)

　ビルトインシステムインターフェイス 　カスタマーモード

　ビルトインシステムインターフェイス 　キー登録

　ビルトインシステムインターフェイス 　ゼロリセット

　ビルトインシステムインターフェイス 　タイプ2

　ビルトインシステムインターフェイス 　タイプ3

　ビルトインシステムインターフェイス 　タイプ4

　ビルトインシステムインターフェイス 　タイプ5

　ビルトインシステムインターフェイス 　タイプ6

　ビルトインシステムインターフェイス 　デフォルト登録

　ビルトインシステムインターフェイス 　メンテナンス

　ビルトインシステムインターフェイス 　再試行回数カウンター0リセット

　ビルトインシステムインターフェイス 　自動設定

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　再試行回数カウンター0リセット

　マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス)) 　オプション設定

　マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス)) 　カスタマーパラメーターセッティングメニュー設定

　マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス)) 　カスタマー言語設定

　マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス)) 　リモートコントロール設定

　マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス)) 　設定・表示モード

　マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C カラー'(ドットマトリックス)) 　カスタマー設定

　マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C カラー'(ドットマトリックス)) 　パーソナライゼーションメニュー設定

　マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C カラー'(ドットマトリックス)) 　車両設定

　レイン-サンライトセンサー(CDPL_UDS_HELLA) 　初期化

　電子セカンダリーブレーキ(FSE) 　ブレーキケーブル交換

　電子セカンダリーブレーキ(FSE) 　電動パーキングブレーキ交換


