
●三菱 作業サポート(ver 2020.10)

システム 項目名 説明

　エンジン 　ＤＰＦ再生 　ＤＰＦ再生を実施します。

　エンジン 　ＥＶＡＰリークモニター

　エンジン 　インジェクターＩＤ登録 　インジェクターＩＤ登録を実施します。

　エンジン 　エンジン　－　ＶＩＮ書込み 　エンジンＥＣＵにＶＩＮを書込みます。

　エンジン 　コーディング情報

　エンジン 　シャーシ番号／ＶＩＮ（車両識別番号）書込み 　シャーシ番号／ＶＩＮを書き込みます。

　エンジン 　スターターカウンター初期化

　エンジン 　スターターカウンター配線

　エンジン 　タイミングチェーンメンテナンス

　エンジン 　テスト

　エンジン 　学習

　エンジン 　学習値初期化 　エンジンに関する全学習値を初期化します。

　エンジン 　車両コーディング

　ＫＯＳ＿イモビライザー＿キーレス 　ＫＯＳキー登録

　ＫＯＳ＿イモビライザー＿キーレス 　エンジンスイッチコントロール

　ＫＯＳ＿イモビライザー＿キーレス 　キー＆ＫＯＳ：キー登録

　ＫＯＳ＿イモビライザー＿キーレス 　キーレスＩＤ登録 　キーレスの登録を実施します。

　ＫＯＳ＿イモビライザー＿キーレス 　キーレス受信確認

　ＫＯＳ＿イモビライザー＿キーレス 　キー登録 　キーの登録を実施します。

　ＫＯＳ＿イモビライザー＿キーレス 　キー登録（エンジン）

　ＫＯＳ＿イモビライザー＿キーレス 　キー登録、ＶＩＮ書込み 　キーの登録を実施します。

　ＫＯＳ＿イモビライザー＿キーレス 　シャーシ番号／ＶＩＮ書込

　ＫＯＳ＿イモビライザー＿キーレス 　ステアリングロックユニット登録

　ＫＯＳ＿イモビライザー＿キーレス 　強制電源供給出力

　ＫＯＳ＿イモビライザー＿キーレス 　強制電源供給出力（停止）

　ＫＯＳ＿イモビライザー＿キーレス 　追加キー登録（キー使用） 　キーの登録を実施します。

　ＫＯＳ＿イモビライザー＿キーレス 　通信テスト 　ＫＯＳに関する通信テストを実施します。

　ＳＲＳエアバッグ 　ＳＲＳ　ＥＣＵ初期化 　ＳＲＳエアバッグＥＣＵを初期化します。

　ＳＲＳエアバッグ 　コーディング情報

　ＳＲＳエアバッグ 　シャーシ番号／ＶＩＮ（車両識別番号）書込み 　シャーシ番号／ＶＩＮを書き込みます。

　ＥＬＣ－ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＴＣ－ＳＳＴ 　ＡＣＤ　ＳＡＳ校正 　ＡＣＤ装備車のステアリングアングルセンサー校正を実施します。
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　ＥＬＣ－ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＴＣ－ＳＳＴ 　ＡＳ＆Ｇ許可条件 　オートストップ＆ゴーの許可条件を設定します。

　ＥＬＣ－ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＴＣ－ＳＳＴ 　ＣＶＴオイル劣化レベル 　ＣＶＴオイル劣化レベルをクリアします。

　ＥＬＣ－ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＴＣ－ＳＳＴ 　エンジン　－　ＶＩＮ書込み

　ＥＬＣ－ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＴＣ－ＳＳＴ 　ギア

　ＥＬＣ－ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＴＣ－ＳＳＴ 　クラッチ

　ＥＬＣ－ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＴＣ－ＳＳＴ 　コントロールバルブ学習モード

　ＥＬＣ－ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＴＣ－ＳＳＴ 　テスト

　ＥＬＣ－ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＴＣ－ＳＳＴ 　学習値初期化

　ＥＬＣ－ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＴＣ－ＳＳＴ 　車両コーディング

　ＥＬＣ－ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＴＣ－ＳＳＴ 　電動オイルポンプエア抜き

　ＥＬＣ－ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＴＣ－ＳＳＴ 　排出ガスモード 　排出ガスモードの点検を実施します。

　ＥＬＣ－ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＴＣ－ＳＳＴ 　補正値リセット

　ＡＢＳ＿ＡＳＣ＿ＡＳＴＣ＿ＷＳＳ 　ＡＣＤ　ＳＡＳ校正 　ＡＣＤ装備車のステアリングアングルセンサー校正を実施します。

　ＡＢＳ＿ＡＳＣ＿ＡＳＴＣ＿ＷＳＳ 　ＳＡＳキャリブレーション 　ステアリングアングルセンサー校正を実施します。

　ＡＢＳ＿ＡＳＣ＿ＡＳＴＣ＿ＷＳＳ 　バルブ圧学習

　ＡＢＳ＿ＡＳＣ＿ＡＳＴＣ＿ＷＳＳ 　ヨーレートセンサータイプリセット

　ＡＢＳ＿ＡＳＣ＿ＡＳＴＣ＿ＷＳＳ 　横Ｇセンサー校正 　横Ｇセンサ校正を実施します。

　ＡＢＳ＿ＡＳＣ＿ＡＳＴＣ＿ＷＳＳ 　排出ガスモード 　排出ガスモードの点検を実施します。

　ＡＹＣ＿ＡＣＤ（アクティブヨーコントロール＿アクティブセントラルディファレンシャル） 　ＡＣＤ　ＳＡＳ校正 　ＡＣＤ装備車のステアリングアングルセンサー校正を実施します。

　ＡＹＣ＿ＡＣＤ（アクティブヨーコントロール＿アクティブセントラルディファレンシャル） 　ＡＣＤ　エア抜き 　ＡＣＤエア抜きを実施します。

　ＡＹＣ＿ＡＣＤ（アクティブヨーコントロール＿アクティブセントラルディファレンシャル） 　テスト

　フルオートエアコン 　テスト

　フルオートエアコン 　学習値初期化

　ＥＴＡＣＳ 　ＨＳ初期位置　クリア

　ＥＴＡＣＳ 　ＨＳ初期位置　学習

　ＥＴＡＣＳ 　ＯＦＦ車台ナンバー　／　ＶＩＮ　書込み 　ＥＣＵを組み込んだ後に車台番号またはＶＩＮを書込みます。

　ＥＴＡＣＳ 　ＯＮ車台ナンバー　／　ＶＩＮ　書込み 　ＥＣＵが車両に搭載されている場合、車台番号またはＶＩＮを書込みます。

　ＥＴＡＣＳ 　カスタマイズ 　ＥＴＡＣＳに関連するカスタマイズを実施します。

　ＥＴＡＣＳ 　カスタマイズリセット 　ＥＴＡＣＳに関連するカスタマイズをリセットします。

　ＥＴＡＣＳ 　キーレスＩＤ登録 　キーレスの登録を実施します。

　ＥＴＡＣＳ 　キーレス受信確認
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　ＥＴＡＣＳ 　コーディング 　ＥＴＡＣＳの車両データのコーディングを実施します。

　ＥＴＡＣＳ 　シャーシ番号／ＶＩＮ（車両識別番号）書込み 　シャーシ番号／ＶＩＮを書き込みます。

　ＥＴＡＣＳ 　セキュリティアラーム

　ＥＴＡＣＳ 　学習値初期化

　ＥＴＡＣＳ 　盗難警告設定 　盗難警告装置を設定します。

　メーター 　インテグレーテッド調整値

　メーター 　エキストラリマインダーキャンセル 　エキストラリマインダーの設定をキャンセルします。

　メーター 　エキストラリマインダー設定 　エキストラリマインダーの設定を変更します。

　メーター 　サービスリセット（ＡＵＴＯ）

　メーター 　シートベルトリマインダ

　メーター 　ターンシグナル音カスタマイズ 　ターンシグナル音をカスタマイズします。

　メーター 　テスト

　メーター 　ヘッドランプオートレベリング診断モード

　メーター 　警告初期化（警告灯ＯＦＦ） 　リマインダーの警告灯をＯＦＦに設定します。

　メーター 　次回警告キャンセル 　次回の定期警告をキャンセルします。

　メーター 　定期警告設定 　サービススケジュールの仕様を変更します。

　メーター 　任意間隔警告設定 　任意間隔で点検警告の設定をします。

　ＲＨＴ＿トップスタック 　学習

　ＲＨＴ＿トップスタック 　機能テスト 　ＲＨＴ・トップスタックの機能テストを実施します。

　ステアリングアングルセンサー 　ＳＡＳキャリブレーション 　ステアリングアングルセンサー校正を実施します。

　ステアリングアングルセンサー 　舵角センサーキャリブレーション 　ステアリングアングルセンサー校正を実施します。

　４ＷＤ＿ＡＷＣ 　テスト

　４ＷＤ＿ＡＷＣ 　学習値初期化

　ＡＦＳ＿ＡＣＬ＿レベリング 　ＨＳ初期位置　クリア

　ＡＦＳ＿ＡＣＬ＿レベリング 　ＨＳ初期位置　学習

　ＯＳＳ（ワンタッチスタートシステム） 　ＫＯＳキー登録

　ＯＳＳ（ワンタッチスタートシステム） 　エンジンスイッチコントロール

　ＯＳＳ（ワンタッチスタートシステム） 　キー登録（エンジン）

　ＯＳＳ（ワンタッチスタートシステム） 　キー登録、ＶＩＮ書込み 　キーの登録を実施します。

　ＯＳＳ（ワンタッチスタートシステム） 　シャーシ番号／ＶＩＮ書込

　ＯＳＳ（ワンタッチスタートシステム） 　強制電源供給出力
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　ＯＳＳ（ワンタッチスタートシステム） 　強制電源供給出力（停止）

　ＯＳＳ（ワンタッチスタートシステム） 　通信テスト

　ＯＣＭ（乗員識別システム） 　０キャリブレーション＆システムテスト

　ＣＡＮ＿ＬＩＮ＿ＳＷＳコンバーター 　カスタマイズ

　ＣＡＮ＿ＬＩＮ＿ＳＷＳコンバーター 　学習値初期化

　イモビライザー 　ＫＯＳキー登録

　イモビライザー 　キー登録 　キーの登録を実施します。

　イモビライザー 　キー登録、ＶＩＮ書込み 　キーの登録を実施します。

　イモビライザー 　シャーシ番号／ＶＩＮ（車両識別番号）書込み 　シャーシ番号／ＶＩＮを書き込みます。

　イモビライザー 　ステアリングロックユニット登録

　イモビライザー 　通信テスト

　ＣＭＵ１（セルマネージメントユニット） 　学習値初期化

　ＣＭＵ２ 　学習値初期化

　ＣＭＵ３ 　学習値初期化

　ＣＭＵ４ 　学習値初期化

　ＣＭＵ５ 　学習値初期化

　ＣＭＵ６ 　学習値初期化

　ＣＭＵ７ 　学習値初期化

　ＣＭＵ８ 　学習値初期化

　ＣＭＵ９ 　学習値初期化

　ＣＭＵ１０ 　学習値初期化

　ＣＭＵ１１ 　学習値初期化

　ＣＭＵ１２ 　学習値初期化

　レーンキープ 　学習

　レーンキープ 　学習値初期化

　ＡＣＣ＿ＦＣＭ 　学習

　ＡＣＣ＿ＦＣＭ 　学習値初期化

　ＭｉＥＶリモートシステム 　ＥＶ／ＭｉＥＶリモートカスタマイズ

　ＭｉＥＶリモートシステム 　ワイヤレスＬＡＮ情報

　タイヤ空気圧監視システム 　タイヤ空気圧センサーＩＤ確認

　タイヤ空気圧監視システム 　タイヤ空気圧センサーＩＤ登録
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　ＢＭＵ（バッテリーマネジメントユニット） 　バッテリーメンテナンス機能

　ＢＭＵ（バッテリーマネジメントユニット） 　学習値初期化

　マルチアラウンドモニター 　キャリブマーカー範囲表示 　マルチアラウンドモニターのマーカー範囲表示を設定します。

　マルチアラウンドモニター 　キャリブレーション 　マルチアラウンドモニターも設定を行います。

　マルチアラウンドモニター 　フロント＆バードアイビュー強制表示 　フロント＆バードアイビュー視点の強制表示を行います。

　マルチアラウンドモニター 　学習値初期化

　ＦＣＭ＿ＬＤＷ＿ＡＨＢ 　テスト

　ＦＣＭ＿ＬＤＷ＿ＡＨＢ 　学習

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム） 　テスト

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム）　サブ 　テスト

　ＨＵＤ 　テスト

　ＨＵＤ 　作動チェック

　ＤＣＵ 　アンモニアパージ

　ＤＣＵ 　ＤＰＦ再生

　ＤＣＵ 　学習値初期化

　ＤＣＵ 　ポンプ初期充填

　ＤＣＵ 　テスト

　ＤＣＵ 　積算尿素噴射量書込み


