
●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　ポンプモーター

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　4WD警告灯

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ABSソレノイド

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ABSソレノイド(SFLH)

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ABSソレノイド(SFLR)

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ABSソレノイド(SFRH)

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ABSソレノイド(SFRR)

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ABSソレノイド(SRLH)

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ABSソレノイド(SRLR)

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ABSソレノイド(SRRH)

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ABSソレノイド(SRRR)

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ABS警告灯

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ARS警告灯

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　BHスタンバイランプ

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　BH操作ランプ

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　DAB表示灯

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　EBSリレー

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ECBソレノイド(SC1)

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ECBソレノイド(SC2)

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ECBソレノイド(SCC)

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ECBソレノイド(SLA)バルブ閉

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ECBソレノイド(SLAFL)バルブ開

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ECBソレノイド(SLAFL)バルブ閉

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ECBソレノイド(SLAFR)バルブ開

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ECBソレノイド(SLAFR)バルブ閉

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ECBソレノイド(SLARL)バルブ開

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ECBソレノイド(SLARL)バルブ閉

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ECBソレノイド(SLARR)バルブ開

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ECBソレノイド(SLARR)バルブ閉

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ECBソレノイド(SLR)バルブ閉

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ECBソレノイド(SLRFL)バルブ開

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ECBソレノイド(SLRFL)バルブ閉

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ECBソレノイド(SLRFR)バルブ開

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ECBソレノイド(SLRFR)バルブ閉

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ECBソレノイド(SLRRL)バルブ開

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ECBソレノイド(SLRRL)バルブ閉

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ECBソレノイド(SLRRR)バルブ開

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ECBソレノイド(SLRRR)バルブ閉

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ECBソレノイド(SMC)

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ECBソレノイド(SMC/SRC/SCC)

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ECBソレノイド(SRC)

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ECBメインリレー1

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ECBメインリレー2

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ECBモーターリレー

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ECBモーターリレー2

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ECB警告灯

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ECB制御無効

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　EDBソレノイド(SMC1)

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　EDBソレノイド(SMC2)

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　H/Bモーターリレー

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　PPSソレノイド

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　Pre-Charge Pump

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　Solenoid Relay

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　SPORTモード表示灯

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　TRC(TRAC)OFF表示灯

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　TRC(TRAC)モーターリレー

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　VSC OFF表示灯

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　VSC/TRC OFFインジケーターランプ

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　VSC/TRCソレノイド

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　VSC/TRCソレノイド(SMF)

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　VSC/TRCソレノイド(SMR)

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　VSC/TRCソレノイド(SPFL)

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　VSC/TRCソレノイド(SPFR)

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　VSC/TRCソレノイド(SRCF)

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　VSC/TRCソレノイド(SRCR)

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　VSC/TRCソレノイド(SRMF)

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　VSC/TRCソレノイド(SRMR)

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　VSC警告灯

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　アキュムレーターゼロダウン

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　アクチュエーターエア抜きパターン

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　オートLSD表示灯

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　クロールコントロールランプ

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ストップランプシステム表示灯

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ストップランプリレー

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ストロークシミュレーターカットバルブパターン

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　スリップインジケーターランプ

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　タイヤ空気圧ランプ

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ダウンヒルアシストコントロールランプ

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ドレインシステムエア抜きパターン



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　パワーサプライエア抜きパターン1

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　パワーサプライエア抜きパターン2

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ブザー

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　プリクラッシュブレーキOFFランプ

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ブレーキ警告灯

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　ポンプチェックパターン

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　モーターリレー

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　リア右ホイールエア抜きパターン

　ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) 　リア左ホイールエア抜きパターン

　ABS ESP 　[PPSソレノイド]

　ABS ESP 　4WD警告灯

　ABS ESP 　ABS Motor Relay

　ABS ESP 　ABSソレノイド(SFLH)

　ABS ESP 　ABSソレノイド(SFLR)

　ABS ESP 　ABSソレノイド(SFLR、SFLH)

　ABS ESP 　ABSソレノイド(SFRH)

　ABS ESP 　ABSソレノイド(SFRH、SFLH)

　ABS ESP 　ABSソレノイド(SFRR)

　ABS ESP 　ABSソレノイド(SFRR、SFRH)

　ABS ESP 　ABSソレノイド(SRLH)

　ABS ESP 　ABSソレノイド(SRLR)

　ABS ESP 　ABSソレノイド(SRLR、SRLH)

　ABS ESP 　ABSソレノイド(SRRH)

　ABS ESP 　ABSソレノイド(SRRR)

　ABS ESP 　ABSソレノイド(SRRR、SRRH)

　ABS ESP 　ABSポンプ

　ABS ESP 　ABSまたはASR(トラクションコントロール)再循環ポンプ

　ABS ESP 　ABSまたはASR再循環ポンプ

　ABS ESP 　ABS警告灯

　ABS ESP 　ARS警告灯

　ABS ESP 　ECB OFF

　ABS ESP 　ECBインジケーターランプ

　ABS ESP 　ECBメインリレー1

　ABS ESP 　ECBメインリレー2

　ABS ESP 　ESスタートブザー

　ABS ESP 　ESスタートランプ

　ABS ESP 　Exhaust Brake Cut Relay

　ABS ESP 　H/Bモーターリレー

　ABS ESP 　Pre-Charge Pump

　ABS ESP 　Solenoid Relay

　ABS ESP 　TRC Motor Relay

　ABS ESP 　TRCソレノイド(SA1)

　ABS ESP 　TRCソレノイド(SA1、SA2)

　ABS ESP 　TRCソレノイド(SA2)

　ABS ESP 　TRCソレノイド(SFLR、SFLH)

　ABS ESP 　TRCソレノイド(SFRH、SFLH)

　ABS ESP 　TRCソレノイド(SFRR、SFRH)

　ABS ESP 　TRCソレノイド(SMC1)

　ABS ESP 　TRCソレノイド(SMC2)

　ABS ESP 　TRCソレノイド(SMF)

　ABS ESP 　TRCソレノイド(SMFL)

　ABS ESP 　TRCソレノイド(SMFR)

　ABS ESP 　TRCソレノイド(SMFR、SMFL)

　ABS ESP 　TRCソレノイド(SMR)

　ABS ESP 　TRCソレノイド(SMR、SPFR)

　ABS ESP 　TRCソレノイド(SPFL)

　ABS ESP 　TRCソレノイド(SPFR)

　ABS ESP 　TRCソレノイド(SRCF)

　ABS ESP 　TRCソレノイド(SRCF、SRCR)

　ABS ESP 　TRCソレノイド(SRCR)

　ABS ESP 　TRCソレノイド(SRH)

　ABS ESP 　TRCソレノイド(SRLR、SRLH)

　ABS ESP 　TRCソレノイド(SRMF)

　ABS ESP 　TRCソレノイド(SRMF、SRMR)

　ABS ESP 　TRCソレノイド(SRMR)

　ABS ESP 　TRCソレノイド(SRRR、SRRH)

　ABS ESP 　TRCソレノイド(SS)

　ABS ESP 　VSC H/B警告ブザー

　ABS ESP 　VSC/TRC OFFインジケーターランプ

　ABS ESP 　VSC警告灯

　ABS ESP 　アキュムレーターゼロダウン

　ABS ESP 　アクチュエーターエア抜きパターン

　ABS ESP 　ストップランプリレー

　ABS ESP 　ストロークシミュレーターカットバルブパターン

　ABS ESP 　スリップインジケーターランプ

　ABS ESP 　ソレノイド(SLA)

　ABS ESP 　ソレノイド(SLR)

　ABS ESP 　ソレノイドバルブ1制御

　ABS ESP 　ソレノイドバルブ1切替
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システム名 項目名

　ABS ESP 　ソレノイドバルブ2制御

　ABS ESP 　ソレノイドバルブ2切替

　ABS ESP 　ソレノイドバルブ交換2

　ABS ESP 　ソレノイドバルブ通信1

　ABS ESP 　ドレインシステムエア抜きパターン

　ABS ESP 　パワーサプライエア抜きパターン1

　ABS ESP 　パワーサプライエア抜きパターン2

　ABS ESP 　ブレーキ警告灯

　ABS ESP 　フロント右アウトレットバルブ

　ABS ESP 　フロント右インレットバルブ

　ABS ESP 　フロント右バルブ

　ABS ESP 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP 　フロント右出力ソレノイドバルブ

　ABS ESP 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP 　フロント左アウトレットバルブ

　ABS ESP 　フロント左インレットバルブ

　ABS ESP 　フロント左バルブ

　ABS ESP 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP 　フロント左出力ソレノイドバルブ

　ABS ESP 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP 　ポンプ

　ABS ESP 　ポンプチェックパターン

　ABS ESP 　マスターカットバルブ1

　ABS ESP 　マスターカットバルブ2

　ABS ESP 　モーターリレー1

　ABS ESP 　モーターリレー2

　ABS ESP 　リア右アウトレットバルブ

　ABS ESP 　リア右インレットバルブ

　ABS ESP 　リア右バルブ

　ABS ESP 　リア右ホイールエア抜きパターン

　ABS ESP 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP 　リア右出力ソレノイドバルブ

　ABS ESP 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP 　リア左アウトレットバルブ

　ABS ESP 　リア左インレットバルブ

　ABS ESP 　リア左バルブ

　ABS ESP 　リア左ホイールエア抜きパターン

　ABS ESP 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP 　リア左出力ソレノイドバルブ

　ABS ESP 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP 　再循環ポンプ

　ABS ESP 　電磁制御弁1

　ABS ESP 　電磁制御弁2

　ABS ESP 　排出ポンプ

　ABS ESP(81 ESP) 　ABSまたはASR再循環ポンプ

　ABS ESP(81 ESP) 　ソレノイドバルブ1切替

　ABS ESP(81 ESP) 　ソレノイドバルブ2切替

　ABS ESP(81 ESP) 　バキュームポンプリレー駆動

　ABS ESP(81 ESP) 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(81 ESP) 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(81 ESP) 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(81 ESP) 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(81 ESP) 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(81 ESP) 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(81 ESP) 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(81 ESP) 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(81 ESP) 　電磁制御弁1

　ABS ESP(81 ESP) 　電磁制御弁2

　ABS ESP(90 ESP) 　ソレノイドバルブ制御1

　ABS ESP(90 ESP) 　ソレノイドバルブ制御2

　ABS ESP(90 ESP) 　フロント右インレットソレノイドバルブ

　ABS ESP(90 ESP) 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(90 ESP) 　フロント左インレットソレノイドバルブ

　ABS ESP(90 ESP) 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(90 ESP) 　リア右インレットソレノイドバルブ

　ABS ESP(90 ESP) 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(90 ESP) 　リア左インレットソレノイドバルブ

　ABS ESP(90 ESP) 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(90 ESP) 　再循環ポンプ

　ABS ESP(90 ESP) 　切替えソレノイドバルブ1

　ABS ESP(90 ESP) 　切替えソレノイドバルブ2

　ABS ESP(ABS 8_BOSCH) 　ソレノイドバルブ交換2

　ABS ESP(ABS 8_BOSCH) 　ソレノイドバルブ通信1

　ABS ESP(ABS 8_BOSCH) 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS 8_BOSCH) 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS 8_BOSCH) 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS 8_BOSCH) 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS 8_BOSCH) 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS 8_BOSCH) 　リア右排気ソレノイドバルブ
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システム名 項目名

　ABS ESP(ABS 8_BOSCH) 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS 8_BOSCH) 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS 8_BOSCH) 　再循環ポンプ

　ABS ESP(ABS 8_BOSCH) 　電磁制御弁1

　ABS ESP(ABS 8_BOSCH) 　電磁制御弁2

　ABS ESP(ABS 81) 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS 81) 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS 81) 　フロント左インレットソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS 81) 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS 81) 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS 81) 　リア右インレットソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS 81) 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS 81) 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS 81) 　リア左インレットソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS 81) 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS 81) 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS 81) 　再循環ポンプ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) 8.1) 　ABSまたはASR再循環ポンプ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) 8.1) 　インストルメントパネル内車速制御

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) 8.1) 　ソレノイドバルブ交換2

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) 8.1) 　ソレノイドバルブ通信1

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) 8.1) 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) 8.1) 　フロント右出力ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) 8.1) 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) 8.1) 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) 8.1) 　フロント左出力ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) 8.1) 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) 8.1) 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) 8.1) 　リア右出力ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) 8.1) 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) 8.1) 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) 8.1) 　リア左出力ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) 8.1) 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) 8.1) 　再循環ポンプ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) 8.1) 　電磁制御弁1

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) 8.1) 　電磁制御弁2

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) BOSCH 8) 　ABSまたはASR再循環ポンプ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) BOSCH 8) 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) BOSCH 8) 　フロント右出力ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) BOSCH 8) 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) BOSCH 8) 　フロント左出力ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) BOSCH 8) 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) BOSCH 8) 　リア右出力ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) BOSCH 8) 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) BOSCH 8) 　リア左出力ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) MK70) 　ポンプ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) MK70) 　排出ポンプ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) TEVES MK20) 　ABSポンプ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) TEVES MK20) 　フロント右アウトレットバルブ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) TEVES MK20) 　フロント右インレットバルブ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) TEVES MK20) 　フロント右バルブ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) TEVES MK20) 　フロント左アウトレットバルブ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) TEVES MK20) 　フロント左インレットバルブ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) TEVES MK20) 　フロント左バルブ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) TEVES MK20) 　リア右アウトレットバルブ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) TEVES MK20) 　リア右インレットバルブ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) TEVES MK20) 　リア右バルブ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) TEVES MK20) 　リア左アウトレットバルブ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) TEVES MK20) 　リア左インレットバルブ

　ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) TEVES MK20) 　リア左バルブ

　ABS ESP(ABS_MK 100) 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS_MK 100) 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS_MK 100) 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS_MK 100) 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS_MK 100) 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS_MK 100) 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS_MK 100) 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS_MK 100) 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS_MK 100) 　再循環ポンプ

　ABS ESP(ABS_MK 70.1) 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS_MK 70.1) 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS_MK 70.1) 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS_MK 70.1) 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS_MK 70.1) 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS_MK 70.1) 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS_MK 70.1) 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS_MK 70.1) 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ABS_MK 70.1) 　再循環ポンプ

　ABS ESP(ESP 80) 　ABSまたはASR再循環ポンプ
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システム名 項目名

　ABS ESP(ESP 80) 　インジケーターランプ

　ABS ESP(ESP 80) 　コントロールソレノイドバルブ1

　ABS ESP(ESP 80) 　コントロールソレノイドバルブ2

　ABS ESP(ESP 80) 　プライマリーソレノイドバルブ1

　ABS ESP(ESP 80) 　プライマリーソレノイドバルブ2

　ABS ESP(ESP 80) 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP 80) 　フロント右出力ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP 80) 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP 80) 　フロント左出力ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP 80) 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP 80) 　リア右出力ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP 80) 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP 80) 　リア左出力ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP 81) 　ABSまたはASR再循環ポンプ

　ABS ESP(ESP 81) 　ソレノイドバルブ1制御

　ABS ESP(ESP 81) 　ソレノイドバルブ1切替

　ABS ESP(ESP 81) 　ソレノイドバルブ2制御

　ABS ESP(ESP 81) 　ソレノイドバルブ2切替

　ABS ESP(ESP 81) 　ソレノイドバルブ交換2

　ABS ESP(ESP 81) 　ソレノイドバルブ通信1

　ABS ESP(ESP 81) 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP 81) 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP 81) 　フロント左インレットソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP 81) 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP 81) 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP 81) 　リア右インレットソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP 81) 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP 81) 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP 81) 　リア左インレットソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP 81) 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP 81) 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP 81) 　再循環ポンプ

　ABS ESP(ESP 81) 　電磁制御弁1

　ABS ESP(ESP 81) 　電磁制御弁2

　ABS ESP(ESP 90_F) 　ABSインジケーターバルブ

　ABS ESP(ESP 90_F) 　ASR警告灯

　ABS ESP(ESP 90_F) 　ESP LED

　ABS ESP(ESP 90_F) 　ソレノイドバルブ制御1

　ABS ESP(ESP 90_F) 　ソレノイドバルブ制御2

　ABS ESP(ESP 90_F) 　ヒルスタートアシスト警告灯

　ABS ESP(ESP 90_F) 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP 90_F) 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP 90_F) 　フロント左インレットソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP 90_F) 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP 90_F) 　リア右インレットソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP 90_F) 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP 90_F) 　リア左インレットソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP 90_F) 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP 90_F) 　再循環ポンプ

　ABS ESP(ESP 90_F) 　切替えソレノイドバルブ1

　ABS ESP(ESP 90_F) 　切替えソレノイドバルブ2

　ABS ESP(ESP 90_F) 　電子ブレーキ力分配LED

　ABS ESP(ESP MK 100) 　ソレノイドバルブ交換2

　ABS ESP(ESP MK 100) 　ソレノイドバルブ通信1

　ABS ESP(ESP MK 100) 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP MK 100) 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP MK 100) 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP MK 100) 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP MK 100) 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP MK 100) 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP MK 100) 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP MK 100) 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP MK 100) 　再循環ポンプ

　ABS ESP(ESP MK 100) 　電磁制御弁1

　ABS ESP(ESP MK 100) 　電磁制御弁2

　ABS ESP(ESP MK 60-O) 　ソレノイドバルブ交換2

　ABS ESP(ESP MK 60-O) 　ソレノイドバルブ通信1

　ABS ESP(ESP MK 60-O) 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP MK 60-O) 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP MK 60-O) 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP MK 60-O) 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP MK 60-O) 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP MK 60-O) 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP MK 60-O) 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP MK 60-O) 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP MK 60-O) 　再循環ポンプ

　ABS ESP(ESP MK 60-O) 　電磁制御弁1

　ABS ESP(ESP MK 60-O) 　電磁制御弁2

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) 8.1) 　ABSまたはASR再循環ポンプ
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　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) 8.1) 　インストルメントパネル内車速制御

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) 8.1) 　ソレノイドバルブ1制御

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) 8.1) 　ソレノイドバルブ1切替

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) 8.1) 　ソレノイドバルブ2制御

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) 8.1) 　ソレノイドバルブ2切替

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) 8.1) 　ソレノイドバルブ交換2

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) 8.1) 　ソレノイドバルブ通信1

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) 8.1) 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) 8.1) 　フロント右出力ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) 8.1) 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) 8.1) 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) 8.1) 　フロント左出力ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) 8.1) 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) 8.1) 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) 8.1) 　リア右出力ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) 8.1) 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) 8.1) 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) 8.1) 　リア左出力ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) 8.1) 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) 8.1) 　再循環ポンプ

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) 8.1) 　電磁制御弁1

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) 8.1) 　電磁制御弁2

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 5.7) 　ABSまたはASR再循環ポンプ

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 5.7) 　ソレノイドバルブ1制御

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 5.7) 　ソレノイドバルブ1切替

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 5.7) 　ソレノイドバルブ2制御

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 5.7) 　ソレノイドバルブ2切替

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 5.7) 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 5.7) 　フロント右出力ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 5.7) 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 5.7) 　フロント左出力ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 5.7) 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 5.7) 　リア右出力ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 5.7) 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 5.7) 　リア左出力ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 8) 　ABSまたはASR再循環ポンプ

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 8) 　ソレノイドバルブ1制御

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 8) 　ソレノイドバルブ1切替

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 8) 　ソレノイドバルブ2制御

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 8) 　ソレノイドバルブ2切替

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 8) 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 8) 　フロント右出力ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 8) 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 8) 　フロント左出力ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 8) 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 8) 　リア右出力ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 8) 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 8) 　リア左出力ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) MK60) 　ソレノイドバルブ交換1

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) MK60) 　ソレノイドバルブ交換2

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) MK60) 　再循環ポンプ

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) MK60) 　電磁制御弁1

　ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) MK60) 　電磁制御弁2

　ABS ESP(ESP_BOSCH 8) 　ソレノイドバルブ交換2

　ABS ESP(ESP_BOSCH 8) 　ソレノイドバルブ通信1

　ABS ESP(ESP_BOSCH 8) 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP_BOSCH 8) 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP_BOSCH 8) 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP_BOSCH 8) 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP_BOSCH 8) 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP_BOSCH 8) 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP_BOSCH 8) 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP_BOSCH 8) 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP_BOSCH 8) 　再循環ポンプ

　ABS ESP(ESP_BOSCH 8) 　電磁制御弁1

　ABS ESP(ESP_BOSCH 8) 　電磁制御弁2

　ABS ESP(ESP_MK 100) 　ソレノイドバルブ交換2

　ABS ESP(ESP_MK 100) 　ソレノイドバルブ通信1

　ABS ESP(ESP_MK 100) 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP_MK 100) 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP_MK 100) 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP_MK 100) 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP_MK 100) 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP_MK 100) 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP_MK 100) 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP_MK 100) 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP_MK 100) 　再循環ポンプ

　ABS ESP(ESP_MK 100) 　電磁制御弁1

　ABS ESP(ESP_MK 100) 　電磁制御弁2
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　ABS ESP(ESP_MK100) 　ソレノイドバルブ交換2

　ABS ESP(ESP_MK100) 　ソレノイドバルブ通信1

　ABS ESP(ESP_MK100) 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP_MK100) 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP_MK100) 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP_MK100) 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP_MK100) 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP_MK100) 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP_MK100) 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP_MK100) 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP_MK100) 　再循環ポンプ

　ABS ESP(ESP_MK100) 　電磁制御弁1

　ABS ESP(ESP_MK100) 　電磁制御弁2

　ABS ESP(ESP8_BOSCH) 　ソレノイドバルブ交換2

　ABS ESP(ESP8_BOSCH) 　ソレノイドバルブ通信1

　ABS ESP(ESP8_BOSCH) 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP8_BOSCH) 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP8_BOSCH) 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP8_BOSCH) 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP8_BOSCH) 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP8_BOSCH) 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP8_BOSCH) 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP8_BOSCH) 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(ESP8_BOSCH) 　再循環ポンプ

　ABS ESP(ESP8_BOSCH) 　電磁制御弁1

　ABS ESP(ESP8_BOSCH) 　電磁制御弁2

　ABS ESP(オートサーチ(ABS ESP)) 　ソレノイドバルブ制御1

　ABS ESP(オートサーチ(ABS ESP)) 　ソレノイドバルブ制御2

　ABS ESP(オートサーチ(ABS ESP)) 　フロント右インレットソレノイドバルブ

　ABS ESP(オートサーチ(ABS ESP)) 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(オートサーチ(ABS ESP)) 　フロント左インレットソレノイドバルブ

　ABS ESP(オートサーチ(ABS ESP)) 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(オートサーチ(ABS ESP)) 　リア右インレットソレノイドバルブ

　ABS ESP(オートサーチ(ABS ESP)) 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(オートサーチ(ABS ESP)) 　リア左インレットソレノイドバルブ

　ABS ESP(オートサーチ(ABS ESP)) 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ABS ESP(オートサーチ(ABS ESP)) 　再循環ポンプ

　ABS ESP(オートサーチ(ABS ESP)) 　切替えソレノイドバルブ1

　ABS ESP(オートサーチ(ABS ESP)) 　切替えソレノイドバルブ2

　CDチェンジャー 外付けCDプレーヤー 　OFF

　CDチェンジャー 外付けCDプレーヤー 　イントロスキャン

　CDチェンジャー 外付けCDプレーヤー 　ディスク交換

　CDチェンジャー 外付けCDプレーヤー 　一時停止

　CDチェンジャー 外付けCDプレーヤー 　読込中

　CDチェンジャー 外付けCDプレーヤー(CDチェンジャー) 　OFF

　CDチェンジャー 外付けCDプレーヤー(CDチェンジャー) 　イントロスキャン

　CDチェンジャー 外付けCDプレーヤー(CDチェンジャー) 　ディスク交換

　CDチェンジャー 外付けCDプレーヤー(CDチェンジャー) 　一時停止

　CDチェンジャー 外付けCDプレーヤー(CDチェンジャー) 　読込中

　CDプレーヤー 　CD:イジェクト

　CDプレーヤー 　CD:再生停止

　CDプレーヤー 　CD:次のトラック

　CDプレーヤー 　CD:前のトラック

　CDプレーヤー 　OFF

　CDプレーヤー 　イントロスキャン

　CDプレーヤー 　ディスク交換

　CDプレーヤー 　バックランプOFF

　CDプレーヤー 　バックランプ作動

　CDプレーヤー 　一時停止

　CDプレーヤー 　読込中

　アラーム 　サイレン作動

　アラーム 　内部警報作動

　アンダーステアリングホイールコントロール(COM2008P) 　イグニッションキーリマインダー

　アンダーステアリングホイールコントロール(COM2008P) 　キャンセル

　アンダーステアリングホイールコントロール(COM2008P) 　シートベルト非着用警告音

　アンダーステアリングホイールコントロール(COM2008P) 　ターンシグナルランプ(ハイピッチサウンド)

　アンダーステアリングホイールコントロール(COM2008P) 　ターンシグナルランプ(ローピッチサウンド)

　アンダーステアリングホイールコントロール(COM2008P) 　ターンシグナルランプ故障

　アンダーステアリングホイールコントロール(COM2008P) 　警告

　アンダーステアリングホイールコントロール(COM2008P) 　警告音

　アンダーステアリングホイールコントロール(COM2008P) 　左側ライトON

　アンダーステアリングホイールコントロール(COM2008P) 　接近音(フロントパーキングアシスト)

　アンダーステアリングホイールコントロール(COM2008P) 　接近音(リアパーキングアシスト)

　アンダーステアリングホイールコントロール(COM2008P) 　連続音(フロントパーキングアシスト)

　アンダーステアリングホイールコントロール(COM2008P) 　連続音(リアパーキングアシスト)

　アンダーステアリングホイールコントロール(HDC) 　イグニッションキーリマインダー

　アンダーステアリングホイールコントロール(HDC) 　インジケーター

　アンダーステアリングホイールコントロール(HDC) 　ターンシグナルランプ

　アンダーステアリングホイールコントロール(HDC) 　パーキングアシスト



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　アンダーステアリングホイールコントロール(HDC) 　ヘッドランプリマインダー

　アンダーステアリングホイールコントロール(HDC) 　警告

　アンダーステアリングホイールコントロール(HDC) 　警告確認

　アンダーステアリングホイールコントロール(HDC) 　事前警告

　インストルメント 　ABS制御ランプ

　インストルメント 　AT警告灯

　インストルメント 　CITYランプ

　インストルメント 　ESP制御ランプ

　インストルメント 　MIL制御ランプ

　インストルメント 　STOP/START制御ランプ

　インストルメント 　イモビライザー制御ランプ

　インストルメント 　エンジン温度ランプ

　インストルメント 　エンジン温度計

　インストルメント 　オルタネーター制御ランプ

　インストルメント 　クルーズコントロールランプ

　インストルメント 　グロープラグコントロールランプ

　インストルメント 　シートベルト制御ランプ

　インストルメント 　ステアリング警告灯

　インストルメント 　スピードメーター

　インストルメント 　ダッシュボードチェック

　インストルメント 　ダッシュボード警告音(ブザー)

　インストルメント 　ダッシュボード照明

　インストルメント 　チェックランプインジケーター

　インストルメント 　ドア開ランプ

　インストルメント 　パーキングブレーキ制御ランプ

　インストルメント 　パーキングランプ表示灯

　インストルメント 　ハイビーム制御ランプ

　インストルメント 　ブレーキ摩耗警告灯

　インストルメント 　フロントフォグランプ表示灯

　インストルメント 　ヘッドライトアクチュエーター

　インストルメント 　リアフォグランプ表示灯

　インストルメント 　右側ターンシグナル制御ランプ

　インストルメント 　回転数カウンター

　インストルメント 　警告灯

　インストルメント 　左側ターンシグナル制御ランプ

　インストルメント 　燃料レベルインジケーター

　インストルメント 　燃料残量警告灯

　インストルメント 　燃料内水制御ランプ(対応車両のみ)

　インストルメント 　微粒子フィルターランプ

　インストルメント 　表示テスト

　インストルメント 　油圧ランプ

　インストルメントパネル 　LCDスクリーン

　インストルメントパネル 　LPGレベルゲージOFF

　インストルメントパネル 　LPGレベルゲージON

　インストルメントパネル 　インストルメントパネルインジケーターランプテスト

　インストルメントパネル 　インストルメントパネル警告灯テスト

　インストルメントパネル 　インストルメントパネル警告灯テストOFF

　インストルメントパネル 　インストルメントパネル警告灯テストON

　インストルメントパネル 　インストルメントパネル照明

　インストルメントパネル 　インストルメントパネル照明OFF

　インストルメントパネル 　インストルメントパネル照明ON

　インストルメントパネル 　エンジンオイルレベルインジケーター

　インストルメントパネル 　エンジンオイルレベルインジケーターOFF

　インストルメントパネル 　エンジンオイルレベルインジケーターON

　インストルメントパネル 　エンジン油温インジケーター

　インストルメントパネル 　エンジン油温インジケーターOFF

　インストルメントパネル 　エンジン油温インジケーターON

　インストルメントパネル 　オイルレベル

　インストルメントパネル 　オートマチックギアボックスディスプレー

　インストルメントパネル 　オートマチックギアボックスディスプレーOFF

　インストルメントパネル 　オートマチックギアボックスディスプレーON

　インストルメントパネル 　オドメーター0リセット

　インストルメントパネル 　ギアボックスディスプレー

　インストルメントパネル 　ステッピングモーターリセット

　インストルメントパネル 　ステッピングモーター全消去

　インストルメントパネル 　スピードメーター

　インストルメントパネル 　スピードメーターOFF

　インストルメントパネル 　スピードメーターON

　インストルメントパネル 　タコメーター

　インストルメントパネル 　タコメーターOFF

　インストルメントパネル 　タコメーターON

　インストルメントパネル 　トリップ/オドメーター

　インストルメントパネル 　ニードルスイープ動作

　インストルメントパネル 　ニードルリセット

　インストルメントパネル 　ポイントマトリックス

　インストルメントパネル 　液晶画面

　インストルメントパネル 　回転数カウンター

　インストルメントパネル 　外側警告灯テスト

　インストルメントパネル 　外部ウィンカーテスト



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　インストルメントパネル 　水温計

　インストルメントパネル 　水温計OFF

　インストルメントパネル 　水温計ON

　インストルメントパネル 　燃料計

　インストルメントパネル 　燃料計OFF

　インストルメントパネル 　燃料計ON

　インストルメントパネル 　油温計

　インストルメントパネル 　累積およびトリップメーターOFF

　インストルメントパネル 　累積およびトリップメーターON

　インストルメントパネル(MET) 　[P]レンジインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　2速スタートインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　4LOインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　4WDインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　4WDオートインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　4WDロックインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　4WD警告灯

　インストルメントパネル(MET) 　A/T [P]インジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　A/Tインジケーター操作1 - 2

　インストルメントパネル(MET) 　A/Tインジケーター操作1 - 3(M)

　インストルメントパネル(MET) 　A/Tインジケーター操作1 - 4(M)

　インストルメントパネル(MET) 　A/Tインジケーター操作1 - D

　インストルメントパネル(MET) 　A/Tインジケーター操作1 - L

　インストルメントパネル(MET) 　A/Tインジケーター操作1 - N

　インストルメントパネル(MET) 　A/Tインジケーター操作1 - P

　インストルメントパネル(MET) 　A/Tインジケーター操作1 - R

　インストルメントパネル(MET) 　A/Tインジケーター操作2 - 5

　インストルメントパネル(MET) 　A/Tインジケーター操作2 - 6

　インストルメントパネル(MET) 　A/Tインジケーター操作2 - 7

　インストルメントパネル(MET) 　A/Tインジケーター操作2 - 8

　インストルメントパネル(MET) 　A/Tインジケーター操作2 - B

　インストルメントパネル(MET) 　A/Tインジケーター操作2 - ES

　インストルメントパネル(MET) 　A/Tインジケーター操作2 - M

　インストルメントパネル(MET) 　A/Tインジケーター操作2 - S

　インストルメントパネル(MET) 　A/Tインジケーター操作3 - D

　インストルメントパネル(MET) 　A/T油温操作

　インストルメントパネル(MET) 　ABS表示灯

　インストルメントパネル(MET) 　AFSインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　ASLインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　DPF警告

　インストルメントパネル(MET) 　ECB表示灯

　インストルメントパネル(MET) 　ECONOインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　ECOインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　ECOモードインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　ECT PWR表示灯

　インストルメントパネル(MET) 　ECT SNOW表示灯

　インストルメントパネル(MET) 　EPBオートOFFインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　EPSインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　EVモードインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　HVシステム認証モードインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　HVユニット高温警告インジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　KDSSインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　LEDヘッドランプ警告

　インストルメントパネル(MET) 　MMT Eモードインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　MMT Mモードインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　PPSインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　Ready(HV)インジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　SETインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　SIL(アップ)インジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　SIL(ダウン)インジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　SILインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　SPORT(CVTスポーツ)インジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　TEMSコンフォートインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　TEMSスポーツインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　VSC OFFインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　VSC TRCインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　VSC表示灯

　インストルメントパネル(MET) 　アクティブTRCインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　アクティブTRC警告インジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　ウォッシャー表示灯

　インストルメントパネル(MET) 　エアコンオートインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　エアサスペンション(HI)インジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　エアサスペンション(LO)インジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　エアサスペンション(N)インジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　エアバッグ表示灯

　インストルメントパネル(MET) 　エンジンチェックインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　オイルレベル表示灯

　インストルメントパネル(MET) 　オートLSDインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　オートマチックハイビームインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　オーバースピードインジケーター



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　インストルメントパネル(MET) 　オフロードガイダンスインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　キーインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　クリアランスソナーLCDインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　クルーズインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　クルーズ表示灯

　インストルメントパネル(MET) 　グローインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　クロールインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　クロール警告インジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　シートベルト情報インジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　シフトバイワイヤー警告

　インストルメントパネル(MET) 　ストップ&スタートOFFインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　ストップ&スタートONインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　スピードメーター操作

　インストルメントパネル(MET) 　スマートシステムインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　スマートシステム警告

　インストルメントパネル(MET) 　スリップ表示灯

　インストルメントパネル(MET) 　センターデフロックインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　ターンシグナル(右)インジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　ターンシグナル(左)インジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　タイミングベルトインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　タイヤ空気圧警告システムインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　ダウンヒルアシストコントロールインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　タコメーター操作

　インストルメントパネル(MET) 　チャージ表示灯

　インストルメントパネル(MET) 　テールOFFインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　テールキャンセルインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　テールランプ表示灯

　インストルメントパネル(MET) 　トランクドア開表示灯

　インストルメントパネル(MET) 　ナビCVTインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　パークインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　ハイブリッドシステム警告

　インストルメントパネル(MET) 　バックドア開表示灯

　インストルメントパネル(MET) 　バッテリーチャージ警告

　インストルメントパネル(MET) 　ビーム表示灯

　インストルメントパネル(MET) 　フードドア開表示灯

　インストルメントパネル(MET) 　ブラインドスポットモニタリングインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　プリクラッシュインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　ブレーキホールドインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　ブレーキ表示灯

　インストルメントパネル(MET) 　フロントフォグランプ表示灯

　インストルメントパネル(MET) 　ヘッドアップディスプレーインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　ヘッドランプオートレベリング表示灯

　インストルメントパネル(MET) 　ヘッドランプ表示灯

　インストルメントパネル(MET) 　ホールドインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　マスター警告

　インストルメントパネル(MET) 　メーター表示1

　インストルメントパネル(MET) 　メンテナンスインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　ライドモードインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　ラゲージモードインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　リアインナーホイール制御インジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　リアインナーホイール制御警告

　インストルメントパネル(MET) 　リアシートベルト

　インストルメントパネル(MET) 　リアデフロックインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　リアドア右開インジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　リアドア左開インジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　リアフォグランプ表示灯

　インストルメントパネル(MET) 　リチウムチャージインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　リチウムバッテリーチェックインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　リチウムバッテリー高温インジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　レーダークルーズReadyインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　レーダークルーズインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　レーンからのずれ

　インストルメントパネル(MET) 　運転席シートベルト

　インストルメントパネル(MET) 　運転席側ドア開

　インストルメントパネル(MET) 　高さハイインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　車両接近警告OFFインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　助手席シートベルト

　インストルメントパネル(MET) 　助手席側ドア開

　インストルメントパネル(MET) 　水位表示灯

　インストルメントパネル(MET) 　水温計操作

　インストルメントパネル(MET) 　水温計操作HIGH

　インストルメントパネル(MET) 　水温計操作LOW

　インストルメントパネル(MET) 　水温計操作NORMAL

　インストルメントパネル(MET) 　全ドア開表示灯

　インストルメントパネル(MET) 　燃料フィルターインジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　燃料計操作

　インストルメントパネル(MET) 　燃料表示灯

　インストルメントパネル(MET) 　油圧インジケーター

　インストルメントパネル(MET) 　冷却水高温表示灯



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　インストルメントパネル(MET) 　冷却水低温表示灯

　インストルメントパネル(オートサーチ(インストルメントパネル)) 　インストルメントパネルインジケーターランプテスト

　インストルメントパネル(オートサーチ(インストルメントパネル)) 　インストルメントパネル照明

　インストルメントパネル(オートサーチ(インストルメントパネル)) 　オイルレベル

　インストルメントパネル(オートサーチ(インストルメントパネル)) 　ステッピングモーター全消去

　インストルメントパネル(オートサーチ(インストルメントパネル)) 　スピードメーター

　インストルメントパネル(オートサーチ(インストルメントパネル)) 　タコメーター

　インストルメントパネル(オートサーチ(インストルメントパネル)) 　ニードルリセット

　インストルメントパネル(オートサーチ(インストルメントパネル)) 　ポイントマトリックス

　インストルメントパネル(オートサーチ(インストルメントパネル)) 　液晶画面

　インストルメントパネル(オートサーチ(インストルメントパネル)) 　回転数カウンター

　インストルメントパネル(オートサーチ(インストルメントパネル)) 　外部ウィンカーテスト

　インストルメントパネル(オートサーチ(インストルメントパネル)) 　水温計

　インストルメントパネル(オートサーチ(インストルメントパネル)) 　燃料計

　インストルメントパネル(オートサーチ(インストルメントパネル)) 　油温計

　インストルメントパネル(コンバイン) 　LCDスクリーン

　インストルメントパネル(コンバイン) 　インストルメントパネルインジケーターランプ

　インストルメントパネル(コンバイン) 　インストルメントパネルインジケーターランプテスト

　インストルメントパネル(コンバイン) 　インストルメントパネル照明

　インストルメントパネル(コンバイン) 　オイルレベル

　インストルメントパネル(コンバイン) 　オドメータースクリーン

　インストルメントパネル(コンバイン) 　ギアボックスディスプレー

　インストルメントパネル(コンバイン) 　ステッピングモーターリタイミング

　インストルメントパネル(コンバイン) 　ステッピングモーター全消去

　インストルメントパネル(コンバイン) 　スピードメーター

　インストルメントパネル(コンバイン) 　タコメーター

　インストルメントパネル(コンバイン) 　ニードルリセット

　インストルメントパネル(コンバイン) 　ポイントマトリックス

　インストルメントパネル(コンバイン) 　回転数カウンター

　インストルメントパネル(コンバイン) 　回転数カウンターインジケーター

　インストルメントパネル(コンバイン) 　外部ウィンカー

　インストルメントパネル(コンバイン) 　外部ウィンカーテスト

　インストルメントパネル(コンバイン) 　水温計

　インストルメントパネル(コンバイン) 　燃料計

　インストルメントパネル(コンバイン) 　油温計

　インストルメントパネル(コンバイン_UDS) 　インストルメントパネルインジケーターランプテスト

　インストルメントパネル(コンバイン_UDS) 　インストルメントパネル照明

　インストルメントパネル(コンバイン_UDS) 　スピードメーター

　インストルメントパネル(コンバイン_UDS) 　タコメーター

　インストルメントパネル(コンバイン_UDS) 　ニードルリセット

　インストルメントパネル(コンバイン_UDS) 　液晶画面

　インストルメントパネル(コンバイン_UDS) 　外部ウィンカーテスト

　インストルメントパネル(コンバイン_UDS) 　水温計

　インストルメントパネル(コンバイン_UDS) 　燃料計

　インストルメントパネル(コンバイン_UDS) 　油温計

　ウインドスクリーンワイパー 　フロントウィンドウワイパー高速制御

　ウインドスクリーンワイパー 　フロントウィンドウワイパー低速制御

　ウインドスクリーンワイパー 　メンテナンスポジション

　ウインドスクリーンワイパー(MOTEV) 　フロントウィンドウワイパー高速制御

　ウインドスクリーンワイパー(MOTEV) 　フロントウィンドウワイパー低速制御

　ウインドスクリーンワイパー(MOTEV) 　メンテナンスポジション

　ウインドスクリーンワイパーコントロールユニット 　フロントウィンドウワイパー高速制御

　ウインドスクリーンワイパーコントロールユニット 　フロントウィンドウワイパー低速制御

　ウインドスクリーンワイパーコントロールユニット 　メンテナンスポジション

　エアコン 　LCDセグメント点灯

　エアコン 　エアコンコントロールパネルディスプレー照明レベル

　エアコン 　エアコンフロントパネルボタンバックランプ機能

　エアコン 　エアコン機能LED

　エアコン 　エアコン機能表示灯点灯

　エアコン 　エアコン吹出し

　エアコン 　エア入力スピード

　エアコン 　エア配分モーター

　エアコン 　キーインジケーターランプ

　エアコン 　キーインジケーターランプOFF

　エアコン 　キーインジケーターランプON

　エアコン 　ディストリビューションモーター

　エアコン 　ディストリビューションモーターOFF

　エアコン 　ディストリビューションモーターON

　エアコン 　ディスプレースイッチOFF

　エアコン 　ディスプレースイッチON

　エアコン 　ディスプレーセグメント点灯

　エアコン 　ディスプレー照明

　エアコン 　ヒーターブロワーモーター

　エアコン 　ヒーターブロワーモーターOFF

　エアコン 　ヒーターブロワーモーターON

　エアコン 　ブロワー

　エアコン 　フロントパネル照明

　エアコン 　フロントブロワーモーター

　エアコン 　フロント右ミキシングモーター
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システム名 項目名

　エアコン 　フロント左ミキシングモーター

　エアコン 　ベンチレーションディストリビューションモーター

　エアコン 　ボタンインジケーター照明

　エアコン 　ボタンバックランプ

　エアコン 　ミキサーモーター

　エアコン 　ミキサーモーターOFF

　エアコン 　ミキサーモーターON

　エアコン 　ミキシングモーター

　エアコン 　運転席ミキシングモーター

　エアコン 　機能警告灯およびボタン照明

　エアコン 　再循環

　エアコン 　再循環&エアインレットモーター

　エアコン 　再循環OFF

　エアコン 　再循環ON

　エアコン 　再循環エンジン

　エアコン 　再循環モーター

　エアコン 　助手席コンパートメントエアブロワー

　エアコン 　助手席ミキシングモーター

　エアコン 　照明レベル

　エアコン(BCC) 　エアコンコントロールパネルディスプレー照明レベル

　エアコン(BCC) 　エアコンフロントパネルボタンバックランプ機能

　エアコン(BCC) 　エアコン機能表示灯点灯

　エアコン(BCC) 　ディストリビューションモーター

　エアコン(BCC) 　ディスプレー照明

　エアコン(BCC) 　フロント右ミキシングモーター

　エアコン(BCC) 　フロント左ミキシングモーター

　エアコン(BCC) 　再循環&エアインレットモーター

　エアコン(BCC) 　助手席コンパートメントエアブロワー

　エアコン(CLIM_REGULEE) 　エアコン機能LED

　エアコン(CLIM_REGULEE) 　エア配分モーター

　エアコン(CLIM_REGULEE) 　ディスプレー照明

　エアコン(CLIM_REGULEE) 　運転席ミキシングモーター

　エアコン(CLIM_REGULEE) 　再循環エンジン

　エアコン(CLIM_REGULEE) 　助手席コンパートメントエアブロワー

　エアコン(CLIM_REGULEE) 　助手席ミキシングモーター

　エアコン(CLIM_REGULEE) 　照明レベル

　エアコン(CLIM_REGULEE_UDS) 　キャビンエアブロワー50%のみ

　エアコン(CLIM_REGULEE_UDS) 　フットウェル/デアイスディストリビューションモーター

　エアコン(CLIM_REGULEE_UDS) 　フロント右ミキシングモーター

　エアコン(CLIM_REGULEE_UDS) 　フロント右配電モーター

　エアコン(CLIM_REGULEE_UDS) 　フロント左ミキシングモーター

　エアコン(CLIM_REGULEE_UDS) 　フロント左配電モーター

　エアコン(CLIM_REGULEE_UDS) 　ベンチレーションディストリビューションモーター

　エアコン(CLIM_REGULEE_UDS) 　リア右ミキサーモーター

　エアコン(CLIM_REGULEE_UDS) 　リア右配電モーター

　エアコン(CLIM_REGULEE_UDS) 　リア左ミキサーモーター

　エアコン(CLIM_REGULEE_UDS) 　リア左配電モーター

　エアコン(CLIM_REGULEE_UDS) 　再循環&エアインレットモーター

　エアコン(CLIM_REGULEE_UDS) 　助手席コンパートメントエアブロワー

　エアコン(CLIM_REGULEE_UDS) 　助手席側コンパートメントエアブロワー(リア)

　エアコン(CLIM_REGULEE_UDS) 　助手席側コンパートリアエアブロワー50%のみ

　エアコン(TDC_RF_MUX) 　エアコンフロントパネルボタンバックランプ機能

　エアコン(TDC_RF_MUX) 　エアコン機能表示灯点灯

　エアコン(TDC_RF_MUX) 　再循環&エアインレットモーター

　エアコン(TDC_RF_MUX) 　助手席コンパートメントエアブロワー

　エアコン(TDC_RFTA_MUX) 　エアコンコントロールパネルディスプレー照明レベル

　エアコン(TDC_RFTA_MUX) 　エアコンフロントパネルボタンバックランプ機能

　エアコン(TDC_RFTA_MUX) 　エアコン機能表示灯点灯

　エアコン(TDC_RFTA_MUX) 　ディストリビューションモーター

　エアコン(TDC_RFTA_MUX) 　ディスプレー照明

　エアコン(TDC_RFTA_MUX) 　フロント右ミキシングモーター

　エアコン(TDC_RFTA_MUX) 　フロント左ミキシングモーター

　エアコン(TDC_RFTA_MUX) 　再循環&エアインレットモーター

　エアコン(TDC_RFTA_MUX) 　助手席コンパートメントエアブロワー

　エアコン(オートサーチ(エアコン)) 　エアコンフロントパネルボタンバックランプ機能

　エアコン(オートサーチ(エアコン)) 　エアコン機能LED

　エアコン(オートサーチ(エアコン)) 　エアコン機能表示灯点灯

　エアコン(オートサーチ(エアコン)) 　エア配分モーター

　エアコン(オートサーチ(エアコン)) 　キャビンエアブロワー50%のみ

　エアコン(オートサーチ(エアコン)) 　ディスプレー照明

　エアコン(オートサーチ(エアコン)) 　フットウェル/デアイスディストリビューションモーター

　エアコン(オートサーチ(エアコン)) 　フロント右ミキシングモーター

　エアコン(オートサーチ(エアコン)) 　フロント左ミキシングモーター

　エアコン(オートサーチ(エアコン)) 　ベンチレーションディストリビューションモーター

　エアコン(オートサーチ(エアコン)) 　運転席ミキシングモーター

　エアコン(オートサーチ(エアコン)) 　再循環&エアインレットモーター

　エアコン(オートサーチ(エアコン)) 　再循環エンジン

　エアコン(オートサーチ(エアコン)) 　助手席コンパートメントエアブロワー

　エアコン(オートサーチ(エアコン)) 　助手席ミキシングモーター
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　エアコン(オートサーチ(エアコン)) 　照明レベル

　エアバッグ 　USB周辺機器トラック変更

　エアバッグ 　インジェクター1、4

　エアバッグ 　インジェクター2、3

　エアバッグ 　キャニスターバルブ

　エアバッグ 　シートベルト制御ランプ

　エアバッグ 　シートベルト未着用LED

　エアバッグ 　ジェネラル警告灯

　エアバッグ 　ステッピングモーター

　エアバッグ 　フューエルポンプ

　エアバッグ 　ボリュームコントロールテスト

　エアバッグ 　ラウドネス機能テスト

　エアバッグ 　警告音(フロント右スピーカー)

　エアバッグ 　警告音(フロント左スピーカー)

　エアバッグ 　警告音(リア右スピーカー)

　エアバッグ 　警告音(リア左スピーカー)

　エアバッグ 　警告灯

　エアバッグ 　左右バランステスト

　エアバッグ 　助手席エアバッグOFF LED

　エアバッグ 　助手席側フロントエアバッグ作動禁止表示灯

　エアバッグ 　前後バランステスト

　エアバッグ(RBG_UDS) 　USB周辺機器トラック変更

　エアバッグ(RBG_UDS) 　ボリュームコントロールテスト

　エアバッグ(RBG_UDS) 　ラウドネス機能テスト

　エアバッグ(RBG_UDS) 　警告音(フロント右スピーカー)

　エアバッグ(RBG_UDS) 　警告音(フロント左スピーカー)

　エアバッグ(RBG_UDS) 　警告音(リア右スピーカー)

　エアバッグ(RBG_UDS) 　警告音(リア左スピーカー)

　エアバッグ(RBG_UDS) 　左右バランステスト

　エアバッグ(RBG_UDS) 　前後バランステスト

　エアバッグ(オートサーチ(エアバッグ)) 　USB周辺機器トラック変更

　エアバッグ(オートサーチ(エアバッグ)) 　ボリュームコントロールテスト

　エアバッグ(オートサーチ(エアバッグ)) 　ラウドネス機能テスト

　エアバッグ(オートサーチ(エアバッグ)) 　警告音(フロント右スピーカー)

　エアバッグ(オートサーチ(エアバッグ)) 　警告音(フロント左スピーカー)

　エアバッグ(オートサーチ(エアバッグ)) 　警告音(リア右スピーカー)

　エアバッグ(オートサーチ(エアバッグ)) 　警告音(リア左スピーカー)

　エアバッグ(オートサーチ(エアバッグ)) 　左右バランステスト

　エアバッグ(オートサーチ(エアバッグ)) 　前後バランステスト

　エレクトリックステアリングロック(AVE) 　電動ステアリングロック機械的アンロック

　エレクトリックステアリングロック(AVE) 　電動ステアリングロック機械的ロック

　エレクトロポンプアセンブリー 　電磁ポンプASSYモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(1600RD SAGEM S2000) 　1/4イグニッションコイル制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(1600RD SAGEM S2000) 　2/3イグニッションコイル制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(1600RD SAGEM S2000) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(1600RD SAGEM S2000) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(1600RD SAGEM S2000) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(1600RD SAGEM S2000) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(1600RD SAGEM S2000) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(1600RD SAGEM S2000) 　ステッピングモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(1600RD SAGEM S2000) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(1600RD SL96) 　インジェクター1、4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(1600RD SL96) 　インジェクター2、3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(1600RD SL96) 　キャニスターバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(1600RD SL96) 　ステッピングモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(1600RD SL96) 　フューエルポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM4MP2) 　1/4イグニッションコイル制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM4MP2) 　2/3イグニッションコイル制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM4MP2) 　VTCソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM4MP2) 　アイドルレギュレーションステッピングモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM4MP2) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM4MP2) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM4MP2) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM4MP2) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM4MP2) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM4MP2) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM4MP2) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM4MP2) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM4MP2) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM4MP2) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM4MP2) 　ファンGMV1(高速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM4MP2) 　ファンGMV2(低速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM4MP2) 　ファン高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM4MP2) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM4MP2) 　フロントO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM4MP2) 　フロントO2センサーヒーター制御機能

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM4MP2) 　リアO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM4MP2) 　リアO2センサーヒーター制御機能

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM4MP2) 　低速ファン
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　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM4MP2) 　排気ガス再循環ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM6LP) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM6LP) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM6LP) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM6LP) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM6LP) 　エアポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM6LP) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM6LP) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM6LP) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM6LP) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM6LP) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM6LP) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM6LP) 　フロントセンサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM6LP) 　リアセンサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM6LP) 　高速ファンASSY(チョッパー)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(4HX BOSCH EDC15C2) 　EGRソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(4HX BOSCH EDC15C2) 　EGRバタフライソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(4HX BOSCH EDC15C2) 　コンソメーター信号

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(4HX BOSCH EDC15C2) 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(4HX BOSCH EDC15C2) 　ディーゼル圧力レギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(4HX BOSCH EDC15C2) 　ピストン3高圧ポンプ動作停止

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(4HX BOSCH EDC15C2) 　ファンASSY高速リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(4HX BOSCH EDC15C2) 　ファン低速リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(4HX BOSCH EDC15C2) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(4HX BOSCH EDC15C2) 　プレヒーティング警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(4HX BOSCH EDC15C2) 　診断警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(4HX BOSCH EDC15C2) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(4HX BOSCH EDC15C2) 　冷却水温警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5F2 MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng running : OIL PUMP ACTUATOR

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5F2 MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : ADDITIONAL FAN UNDER BONNET(VASC)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5F2 MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : ADDITIONAL HEATING RELAY

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5F2 MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : CANISTER PURGE ELECTROVALVE

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5F2 MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : COIL 1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5F2 MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : COIL 2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5F2 MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : COIL 3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5F2 MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : COIL 4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5F2 MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : COOLANT PUMP ACTUATOR

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5F2 MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : HIGH SPEED FAN ASSEMBLY OR CHOPPER

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5F2 MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : INJECTOR 1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5F2 MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : INJECTOR 2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5F2 MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : INJECTOR 3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5F2 MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : INJECTOR 4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5F2 MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : LOW SPEED FAN

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5F2 MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : MOTORISED BUTTERFLY

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5F2 MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : POWER RELAY

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5F2 MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : THERMOSTAT CONTROLLED

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5F2 MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : TURBINE DISCHARGE ELECTROVALVE

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5F2 MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : TURBO COOLING ELECTRIC WATER PUMP

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5F2 MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : TURBO PRESSURE REGULATION SOLENOID VALVE

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17_4_2) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17_4_2) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17_4_2) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17_4_2) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17_4_2) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17_4_2) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17_4_2) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17_4_2) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17_4_2) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17_4_2) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17_4_2) 　ターボ圧力レギュレーションソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17_4_2) 　ターボ冷却電動ウォーターポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17_4_2) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17_4_2) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17_4_2) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17_4_2) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17_4_2) 　補助ヒーター再作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17_4_2) 　流量ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17_4_2) 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FE MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng running : OIL PUMP ACTUATOR

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FE MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : ADDITIONAL FAN UNDER BONNET(VASC)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FE MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : ADDITIONAL HEATING RELAY

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FE MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : CANISTER PURGE ELECTROVALVE

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FE MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : COIL 1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FE MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : COIL 2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FE MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : COIL 3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FE MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : COIL 4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FE MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : COOLANT PUMP ACTUATOR

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FE MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : HIGH SPEED FAN ASSEMBLY OR CHOPPER

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FE MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : INJECTOR 1
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　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FE MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : INJECTOR 2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FE MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : INJECTOR 3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FE MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : INJECTOR 4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FE MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : LOW SPEED FAN

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FE MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : MOTORISED BUTTERFLY

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FE MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : POWER RELAY

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FE MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : THERMOSTAT CONTROLLED

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FE MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : TURBINE DISCHARGE ELECTROVALVE

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FE MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : TURBO COOLING ELECTRIC WATER PUMP

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FE MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : TURBO PRESSURE REGULATION SOLENOID VALVE

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng running : OIL PUMP ACTUATOR

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : ADDITIONAL FAN UNDER BONNET(VASC)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : ADDITIONAL HEATING RELAY

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : CANISTER PURGE ELECTROVALVE

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : COIL 1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : COIL 2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : COIL 3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : COIL 4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : COOLANT PUMP ACTUATOR

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : HIGH SPEED FAN ASSEMBLY OR CHOPPER

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : INJECTOR 1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : INJECTOR 2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : INJECTOR 3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : INJECTOR 4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : LOW SPEED FAN

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : MOTORISED BUTTERFLY

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : POWER RELAY

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : THERMOSTAT CONTROLLED

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : TURBINE DISCHARGE ELECTROVALVE

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : TURBO COOLING ELECTRIC WATER PUMP

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : TURBO PRESSURE REGULATION SOLENOID VALVE

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED17.4.2) 　Eng running : OIL PUMP ACTUATOR

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED17.4.2) 　Eng stopped : ADDITIONAL FAN UNDER BONNET(VASC)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED17.4.2) 　Eng stopped : ADDITIONAL HEATING RELAY

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED17.4.2) 　Eng stopped : CANISTER PURGE ELECTROVALVE

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED17.4.2) 　Eng stopped : COIL 1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED17.4.2) 　Eng stopped : COIL 2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED17.4.2) 　Eng stopped : COIL 3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED17.4.2) 　Eng stopped : COIL 4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED17.4.2) 　Eng stopped : COOLANT PUMP ACTUATOR

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED17.4.2) 　Eng stopped : HIGH SPEED FAN ASSEMBLY OR CHOPPER

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED17.4.2) 　Eng stopped : INJECTOR 1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED17.4.2) 　Eng stopped : INJECTOR 2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED17.4.2) 　Eng stopped : INJECTOR 3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED17.4.2) 　Eng stopped : INJECTOR 4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED17.4.2) 　Eng stopped : LOW SPEED FAN

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED17.4.2) 　Eng stopped : MOTORISED BUTTERFLY

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED17.4.2) 　Eng stopped : POWER RELAY

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED17.4.2) 　Eng stopped : THERMOSTAT CONTROLLED

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED17.4.2) 　Eng stopped : TURBINE DISCHARGE ELECTROVALVE

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED17.4.2) 　Eng stopped : TURBO COOLING ELECTRIC WATER PUMP

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED17.4.2) 　Eng stopped : TURBO PRESSURE REGULATION SOLENOID VALVE

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FN MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng running : OIL PUMP ACTUATOR

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FN MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : ADDITIONAL FAN UNDER BONNET(VASC)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FN MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : ADDITIONAL HEATING RELAY

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FN MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : CANISTER PURGE ELECTROVALVE

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FN MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : COIL 1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FN MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : COIL 2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FN MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : COIL 3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FN MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : COIL 4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FN MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : COOLANT PUMP ACTUATOR

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FN MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : HIGH SPEED FAN ASSEMBLY OR CHOPPER

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FN MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : INJECTOR 1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FN MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : INJECTOR 2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FN MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : INJECTOR 3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FN MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : INJECTOR 4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FN MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : LOW SPEED FAN

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FN MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : MOTORISED BUTTERFLY

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FN MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : POWER RELAY

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FN MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : THERMOSTAT CONTROLLED

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FN MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : TURBINE DISCHARGE ELECTROVALVE

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FN MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : TURBO COOLING ELECTRIC WATER PUMP

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FN MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : TURBO PRESSURE REGULATION SOLENOID VALVE

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FR MED17.4) 　ウェストゲートEV(ターボ圧力制御ソレノイドバルブ)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FR MED17.4) 　エンジンフード補助ファン(VASC)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FR MED17.4) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FR MED17.4) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FR MED17.4) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FR MED17.4) 　コイル3
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　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FR MED17.4) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FR MED17.4) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FR MED17.4) 　ターボ冷却電動冷却ポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FR MED17.4) 　ダンプバルブ(ターボ排出ソレノイドバルブ)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FR MED17.4) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FR MED17.4) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FR MED17.4) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FR MED17.4) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FR MED17.4) 　補助ヒーター再作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FR MED17.4) 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO) 　オイルポンプアクチュエーター

　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ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO) 　バタフライモーター

　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手順

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

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO) 　補助ヒーター再作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO) 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4) 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4) 　バリアブルバルブリフト手順

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

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4) 　補助ヒーター再作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4) 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4) 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4) 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4) 　モーターリレー(バリアブルバルブリフト)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4) 　補助ヒーター再作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4) 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FT MED 17.4) 　Dump valve Turbo discharge electrovalve

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FT MED 17.4) 　Waste gate Turbo pressure regulating electrovalve

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FT MED 17.4) 　エンジンフード下アディショナルファン(VASC)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FT MED 17.4) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FT MED 17.4) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FT MED 17.4) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FT MED 17.4) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FT MED 17.4) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FT MED 17.4) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FT MED 17.4) 　ターボ冷却電動ウォーターポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FT MED 17.4) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FT MED 17.4) 　高速ファンASSYまたはチョッパー



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FT MED 17.4) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FT MED 17.4) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FT MED 17.4) 　補助ヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FT MED 17.4) 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4) 　ウェストゲートEV(ターボ圧力制御ソレノイドバルブ)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4) 　エンジンフード補助ファン(VASC)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4) 　ターボ冷却電動冷却ポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4) 　ダンプバルブ(ターボ排出ソレノイドバルブ)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4) 　補助ヒーター再作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4) 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng running : OIL PUMP ACTUATOR

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : ADDITIONAL FAN UNDER BONNET(VASC)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : ADDITIONAL HEATING RELAY

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : CANISTER PURGE ELECTROVALVE

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : COIL 1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : COIL 2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : COIL 3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : COIL 4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : COOLANT PUMP ACTUATOR

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : HIGH SPEED FAN ASSEMBLY OR CHOPPER

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : INJECTOR 1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : INJECTOR 2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : INJECTOR 3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : INJECTOR 4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : LOW SPEED FAN

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : MOTORISED BUTTERFLY

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : POWER RELAY

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : THERMOSTAT CONTROLLED

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : TURBINE DISCHARGE ELECTROVALVE

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : TURBO COOLING ELECTRIC WATER PUMP

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : TURBO PRESSURE REGULATION SOLENOID VALVE

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED17.4.2 ユーロ 5) 　Eng running : OIL PUMP ACTUATOR

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : ADDITIONAL FAN UNDER BONNET(VASC)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : ADDITIONAL HEATING RELAY

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : CANISTER PURGE ELECTROVALVE

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : COIL 1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : COIL 2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : COIL 3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : COIL 4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : COOLANT PUMP ACTUATOR

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : HIGH SPEED FAN ASSEMBLY OR CHOPPER

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : INJECTOR 1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : INJECTOR 2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : INJECTOR 3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : INJECTOR 4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : LOW SPEED FAN

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : MOTORISED BUTTERFLY

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : POWER RELAY

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : THERMOSTAT CONTROLLED

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : TURBINE DISCHARGE ELECTROVALVE

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : TURBO COOLING ELECTRIC WATER PUMP

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED17.4.2 ユーロ 5) 　Eng stopped : TURBO PRESSURE REGULATION SOLENOID VALVE

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FW MEV 17.4) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FW MEV 17.4) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FW MEV 17.4) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FW MEV 17.4) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FW MEV 17.4) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FW MEV 17.4) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FW MEV 17.4) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FW MEV 17.4) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FW MEV 17.4) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FW MEV 17.4) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FW MEV 17.4) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FW MEV 17.4) 　バリアブルバルブリフト手順

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

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FW MEV 17.4) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FW MEV 17.4) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FW MEV 17.4) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FW MEV 17.4) 　冷却ポンプアクチュエーター



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FX MED 17.4) 　Dump valve Turbo discharge electrovalve

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FX MED 17.4) 　Waste gate Turbo pressure regulating electrovalve

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FX MED 17.4) 　ウェストゲートEV(ターボ圧力制御ソレノイドバルブ)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FX MED 17.4) 　エンジンフード下アディショナルファン(VASC)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FX MED 17.4) 　エンジンフード補助ファン(VASC)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FX MED 17.4) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FX MED 17.4) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FX MED 17.4) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FX MED 17.4) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FX MED 17.4) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FX MED 17.4) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FX MED 17.4) 　ターボ冷却電動ウォーターポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FX MED 17.4) 　ターボ冷却電動冷却ポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FX MED 17.4) 　ダンプバルブ(ターボ排出ソレノイドバルブ)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FX MED 17.4) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FX MED 17.4) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FX MED 17.4) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FX MED 17.4) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FX MED 17.4) 　補助ヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FX MED 17.4) 　補助ヒーター再作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FX MED 17.4) 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FY MED 17.4) 　Dump valve Turbo discharge electrovalve

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FY MED 17.4) 　Waste gate Turbo pressure regulating electrovalve

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FY MED 17.4) 　ウェストゲートEV(ターボ圧力制御ソレノイドバルブ)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FY MED 17.4) 　エンジンフード下アディショナルファン(VASC)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FY MED 17.4) 　エンジンフード補助ファン(VASC)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FY MED 17.4) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FY MED 17.4) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FY MED 17.4) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FY MED 17.4) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FY MED 17.4) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FY MED 17.4) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FY MED 17.4) 　ターボ冷却電動ウォーターポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FY MED 17.4) 　ターボ冷却電動冷却ポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FY MED 17.4) 　ダンプバルブ(ターボ排出ソレノイドバルブ)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FY MED 17.4) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FY MED 17.4) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FY MED 17.4) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FY MED 17.4) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FY MED 17.4) 　補助ヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FY MED 17.4) 　補助ヒーター再作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FY MED 17.4) 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(6FZ SAGEM S2000) 　1/4イグニッションコイル制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(6FZ SAGEM S2000) 　2/3イグニッションコイル制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(6FZ SAGEM S2000) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(6FZ SAGEM S2000) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(6FZ SAGEM S2000) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(6FZ SAGEM S2000) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(6FZ SAGEM S2000) 　エアポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(6FZ SAGEM S2000) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(6FZ SAGEM S2000) 　ステッピングモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(6FZ SAGEM S2000) 　ファン(高速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(6FZ SAGEM S2000) 　ファン(低速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(6FZ SAGEM S2000) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(6FZ SAGEM S2000) 　排気ガス再循環ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(7LZ MM5NP) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(7LZ MM5NP) 　ファンユニットリレー制御(ファン2)高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(7LZ MM5NP) 　ファンユニットリレー制御(ファン2)低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(7LZ MM5NP) 　フューエルポンプリレー制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(7LZ MM5NP) 　フロントO2センサーヒーター制御機能

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4) 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4) 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4) 　モーターリレー(バリアブルバルブリフト)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4) 　補助ヒーター再作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4) 　冷却ポンプアクチュエーター
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システム名 項目名

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FS MEV 17.4) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FS MEV 17.4) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FS MEV 17.4) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FS MEV 17.4) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FS MEV 17.4) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FS MEV 17.4) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FS MEV 17.4) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FS MEV 17.4) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FS MEV 17.4) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FS MEV 17.4) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FS MEV 17.4) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FS MEV 17.4) 　バリアブルバルブリフト手順

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

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FS MEV 17.4) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FS MEV 17.4) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FS MEV 17.4) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FS MEV 17.4) 　補助ヒーター再作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FS MEV 17.4) 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HT HDI SID_805) 　EGRスロットルソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HT HDI SID_805) 　エアコンリレー(エアコン対応車両のみ)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HT HDI SID_805) 　エンジンオーバーヒートLED

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HT HDI SID_805) 　エンジン異常LED(MIL)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HT HDI SID_805) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HT HDI SID_805) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HT HDI SID_805) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HT HDI SID_805) 　プリ/ポストヒーティングLED

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HT HDI SID_805) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HT HDI SID_805) 　回転カウンター(対応車両のみ)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HT HDI SID_805) 　電制EGRバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HT HDI SID_805) 　燃料圧力レギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HT HDI SID_805) 　補助ヒーター 1、2、3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HT HDI SID_805) 　冷却水温ランプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HX 8HZ BOSCH EDC16C3 ユーロ3('00～'04年)適合車)) 　ディーゼル高圧ポンプ充填アクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HX 8HZ BOSCH EDC16C3 ユーロ3('00～'04年)適合車)) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HX 8HZ BOSCH EDC16C3 ユーロ3('00～'04年)適合車)) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HX 8HZ BOSCH EDC16C3 ユーロ3('00～'04年)適合車)) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HX 8HZ BOSCH EDC16C3 ユーロ3('00～'04年)適合車)) 　電動EGRバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HX 8HZ BOSCH EDC16C3 ユーロ3('00～'04年)適合車)) 　補助ヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HZ BOSCH EDC16C3 ユーロ4('05～'09年)適合車)) 　EGRバタフライソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HZ BOSCH EDC16C3 ユーロ4('05～'09年)適合車)) 　ディーゼル高圧ポンプ充填アクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HZ BOSCH EDC16C3 ユーロ4('05～'09年)適合車)) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HZ BOSCH EDC16C3 ユーロ4('05～'09年)適合車)) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HZ BOSCH EDC16C3 ユーロ4('05～'09年)適合車)) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HZ BOSCH EDC16C3 ユーロ4('05～'09年)適合車)) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HZ BOSCH EDC16C3 ユーロ4('05～'09年)適合車)) 　電動EGRバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HZ BOSCH EDC16C3 ユーロ4('05～'09年)適合車)) 　補助ヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HZ BOSCH EDC16C3) 　ディーゼル高圧ポンプ充填アクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HZ BOSCH EDC16C3) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HZ BOSCH EDC16C3) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HZ BOSCH EDC16C3) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HZ BOSCH EDC16C3) 　電動EGRバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HZ BOSCH EDC16C3) 　補助ヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2) 　EGRエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2) 　O2センサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2) 　VGターボテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2) 　エア系統ASSY機能(WALT)点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2) 　高速ファンまたは可変速度ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2) 　添加剤ポンプ電子ヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2) 　補助ヒーター(電子ヒーター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807) 　EGRエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807) 　O2センサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807) 　VGターボテスト
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　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807) 　エア系統ASSY機能(WALT)点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807) 　高速ファンまたは可変速度ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807) 　添加剤ポンプ電子ヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807) 　補助ヒーター(電子ヒーター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI_SID807) 　EGRエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI_SID807) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI_SID807) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI_SID807) 　O2センサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI_SID807) 　VGターボテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI_SID807) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI_SID807) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI_SID807) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI_SID807) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI_SID807) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI_SID807) 　エア系統ASSY機能(WALT)点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI_SID807) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI_SID807) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI_SID807) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI_SID807) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI_SID807) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI_SID807) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI_SID807) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI_SID807) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI_SID807) 　高速ファンまたは可変速度ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI_SID807) 　添加剤ポンプ電子ヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI_SID807) 　補助ヒーター(電子ヒーター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807) 　EGRエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807) 　O2センサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807) 　VGターボテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807) 　エア系統ASSY機能(WALT)点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807) 　高速ファンまたは可変速度ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807) 　添加剤ポンプ電子ヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807) 　補助ヒーター(電子ヒーター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI_SID807) 　EGRエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI_SID807) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI_SID807) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI_SID807) 　O2センサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI_SID807) 　VGターボテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI_SID807) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI_SID807) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI_SID807) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI_SID807) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI_SID807) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI_SID807) 　エア系統ASSY機能(WALT)点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI_SID807) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI_SID807) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI_SID807) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI_SID807) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI_SID807) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI_SID807) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI_SID807) 　空気循環フロー点検
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　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI_SID807) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI_SID807) 　高速ファンまたは可変速度ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI_SID807) 　添加剤ポンプ電子ヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI_SID807) 　補助ヒーター(電子ヒーター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HT BOSCH EDC16C3) 　EGRバタフライソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HT BOSCH EDC16C3) 　エキゾーストヒートリカバリーバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HT BOSCH EDC16C3) 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HT BOSCH EDC16C3) 　ディーゼル高圧ポンプ充填アクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HT BOSCH EDC16C3) 　バイパスバタフライソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HT BOSCH EDC16C3) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HT BOSCH EDC16C3) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HT BOSCH EDC16C3) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HT BOSCH EDC16C3) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HT BOSCH EDC16C3) 　添加剤ポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HT BOSCH EDC16C3) 　電動EGRバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HT BOSCH EDC16C3) 　補助ヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV BOSCH EDC16C3) 　EGRバタフライソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV BOSCH EDC16C3) 　エキゾーストヒートリカバリーバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV BOSCH EDC16C3) 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV BOSCH EDC16C3) 　バイパスバタフライソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV BOSCH EDC16C3) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV BOSCH EDC16C3) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV BOSCH EDC16C3) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV BOSCH EDC16C3) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV BOSCH EDC16C3) 　添加剤ポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV BOSCH EDC16C3) 　電動EGRバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV BOSCH EDC16C3) 　補助ヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3) 　EGRバタフライソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3) 　エキゾーストヒートリカバリーバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3) 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3) 　バイパスバタフライソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3) 　添加剤ポンプ

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

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3) 　補助ヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HW BOSCH EDC16C3) 　EGRバタフライソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HW BOSCH EDC16C3) 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HW BOSCH EDC16C3) 　バイパスバタフライソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HW BOSCH EDC16C3) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HW BOSCH EDC16C3) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HW BOSCH EDC16C3) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HW BOSCH EDC16C3) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HW BOSCH EDC16C3) 　添加剤ポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HW BOSCH EDC16C3) 　電動EGRバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HW BOSCH EDC16C3) 　補助ヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX BOSCH EDC16C3) 　EGRバタフライソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX BOSCH EDC16C3) 　エキゾーストヒートリカバリーバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX BOSCH EDC16C3) 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX BOSCH EDC16C3) 　バイパスバタフライソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX BOSCH EDC16C3) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX BOSCH EDC16C3) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX BOSCH EDC16C3) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX BOSCH EDC16C3) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX BOSCH EDC16C3) 　添加剤ポンプ

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

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX BOSCH EDC16C3) 　補助ヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX EDC16C3) 　EGRバタフライソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX EDC16C3) 　エキゾーストヒートリカバリーバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX EDC16C3) 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX EDC16C3) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX EDC16C3) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX EDC16C3) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX EDC16C3) 　プレ/ポストヒーティングリレー

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

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX EDC16C3) 　補助ヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3 ユーロ4('05～'09年)適合車)) 　EGRバタフライソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3 ユーロ4('05～'09年)適合車)) 　エキゾーストヒートリカバリーバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3 ユーロ4('05～'09年)適合車)) 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3 ユーロ4('05～'09年)適合車)) 　バイパスバタフライソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3 ユーロ4('05～'09年)適合車)) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3 ユーロ4('05～'09年)適合車)) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3 ユーロ4('05～'09年)適合車)) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3 ユーロ4('05～'09年)適合車)) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3 ユーロ4('05～'09年)適合車)) 　添加剤ポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3 ユーロ4('05～'09年)適合車)) 　電動EGRバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3 ユーロ4('05～'09年)適合車)) 　補助ヒーターリレー
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　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3) 　EGRバタフライソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3) 　エキゾーストヒートリカバリーバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3) 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3) 　バイパスバタフライソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3) 　添加剤ポンプ

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

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3) 　補助ヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY EDC16C3) 　EGRバタフライソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY EDC16C3) 　エキゾーストヒートリカバリーバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY EDC16C3) 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY EDC16C3) 　バイパスバタフライソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY EDC16C3) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY EDC16C3) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY EDC16C3) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY EDC16C3) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY EDC16C3) 　添加剤ポンプ

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

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY EDC16C3) 　補助ヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ BOSCH EDC16C3) 　EGRバタフライソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ BOSCH EDC16C3) 　エキゾーストヒートリカバリーバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ BOSCH EDC16C3) 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ BOSCH EDC16C3) 　バイパスバタフライソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ BOSCH EDC16C3) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ BOSCH EDC16C3) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ BOSCH EDC16C3) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ BOSCH EDC16C3) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ BOSCH EDC16C3) 　添加剤ポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ BOSCH EDC16C3) 　電動EGRバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ BOSCH EDC16C3) 　補助ヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ EDC16C3) 　EGRバタフライソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ EDC16C3) 　エキゾーストヒートリカバリーバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ EDC16C3) 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ EDC16C3) 　バイパスバタフライソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ EDC16C3) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ EDC16C3) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ EDC16C3) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ EDC16C3) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ EDC16C3) 　添加剤ポンプ

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

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ EDC16C3) 　補助ヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　DENOXシステムエア漏れ点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　DENOXシステムリレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　DENOXシステム加圧点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　DENOXシステム効率点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　DENOXシステム流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　EGRエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　NOxセンサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　エア系統制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　エンジン圧縮テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　エンジン圧縮テスト(delphi)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　ターボチャージャーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　ディーゼルインジェクター1制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　ディーゼルインジェクター2制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　ディーゼルインジェクター3制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　ディーゼルインジェクター4制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(エンジン駆動)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(スターター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　ファンASSY高速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　ファンASSY低速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　プレ/ポストヒーターユニットテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　レール圧上昇&下降テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト
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　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　電源リレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　DENOXシステムエア漏れ点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　DENOXシステムリレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　DENOXシステム加圧点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　DENOXシステム効率点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　DENOXシステム流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　EGRエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　NOxセンサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　エア系統制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　エンジン圧縮テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　エンジン圧縮テスト(delphi)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　ターボチャージャーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　ディーゼルインジェクター1制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　ディーゼルインジェクター2制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　ディーゼルインジェクター3制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　ディーゼルインジェクター4制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(エンジン駆動)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(スターター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　ファンASSY高速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　ファンASSY低速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　プレ/ポストヒーターユニットテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　レール圧上昇&下降テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　電源リレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　DENOXシステムエア漏れ点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　DENOXシステムリレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　DENOXシステム加圧点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　DENOXシステム効率点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　DENOXシステム流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　EGRエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　NOxセンサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　エア系統制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　エンジン圧縮テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　エンジン圧縮テスト(delphi)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　ターボチャージャーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　ディーゼルインジェクター1制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　ディーゼルインジェクター2制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　ディーゼルインジェクター3制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　ディーゼルインジェクター4制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(エンジン駆動)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(スターター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　ファンASSY高速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　ファンASSY低速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　プレ/ポストヒーターユニットテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　レール圧上昇&下降テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　電源リレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(BMF プーマ(BMF HDI 4C)) 　MIL警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(BMF プーマ(BMF HDI 4C)) 　インジェクター停止1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(BMF プーマ(BMF HDI 4C)) 　インジェクター停止2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(BMF プーマ(BMF HDI 4C)) 　インジェクター停止3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(BMF プーマ(BMF HDI 4C)) 　インジェクター停止4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(BMF プーマ(BMF HDI 4C)) 　エンジン温度警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(BMF プーマ(BMF HDI 4C)) 　ファンASSY1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(BMF プーマ(BMF HDI 4C)) 　ファンASSY2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(BMF プーマ(BMF HDI 4C)) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(BMF プーマ(BMF HDI 4C)) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(BMF プーマ(BMF HDI 4C)) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(BMF プーマ(BMF HDI 4C)) 　高圧系統圧縮テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(BMF プーマ(BMF HDI 4C)) 　電動EGRバルブテスト(動作音点検)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(BMF プーマ(BMF HDI 4C)) 　油圧警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　3方向VSV

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　ACEM

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　ECTギアシフトポジション

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　EGR VSV

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　EGRステップ量

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　ISCステップ量

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　ISCデューティー比

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　O/Dカットソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　SCV VSV

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　TCターミナルON

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　VVT制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　VVT制御2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　エアコンカット

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　エアコンマグネットクラッチリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　サーキットオープニングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　スーパーチャージャー圧力制御VSV

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　ストイキオメトリーコントロール(D4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　ストラティフィケーションコントロール(D4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　スリップコントロールソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　タイミングソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　パージVSV

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　パージカットVSV

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　フューエルカット禁止

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　ベルト狭圧制御ソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　ライン圧力ソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　吸気制御VSV

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　吸気制御VSV2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　吸気切替バルブ制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　係合圧力ソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　前後切替ソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　燃圧(D4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　燃焼圧力UP VSV

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　燃料噴射量

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　排気バイパスバルブ制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) 　排気切替バルブ制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4)) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4)) 　インジェクター戻り流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4)) 　ターボソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4)) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4)) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4)) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4)) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4)) 　プレヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4)) 　ミキサーバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4)) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4)) 　燃料添加剤追加ポンプ



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4)) 　補助ヒーターリレー1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4)) 　漏れ検出

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHR DCM3.4)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHR DCM3.4)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHR DCM3.4)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHR DCM3.4)) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHR DCM3.4)) 　インジェクター戻り流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHR DCM3.4)) 　ターボソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHR DCM3.4)) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHR DCM3.4)) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHR DCM3.4)) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHR DCM3.4)) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHR DCM3.4)) 　プレヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHR DCM3.4)) 　ミキサーバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHR DCM3.4)) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHR DCM3.4)) 　燃料添加剤追加ポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHR DCM3.4)) 　補助ヒーターリレー1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHR DCM3.4)) 　漏れ検出

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　EGRクーリング系統バイパス作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　O2センサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　RTEバルブエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　エアミキサー作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　ターボチャージャー可変抵抗作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　ディーゼル燃料高圧系統漏れ検出テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　パイロットエアインレットモジュールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　高速ファンまたは可変速度ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　全エア系統制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5)) 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　EGRクーリング系統バイパス作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　O2センサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　RTEバルブエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　エアミキサー作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　ターボチャージャー可変抵抗作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　ディーゼル燃料高圧系統漏れ検出テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　パイロットエアインレットモジュールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　高速ファンまたは可変速度ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　全エア系統制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5)) 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE) 　EGRクーリング系統バイパス作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE) 　EGR電制スロットル

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE) 　O2センサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE) 　RTEバルブエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE) 　エアミキサー作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE) 　エンジン吸気圧力点検



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE) 　ガスインレットスワールコントロールソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE) 　ターボチャージャー可変抵抗作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE) 　ターボ圧力ソレノイドバルブ1&2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE) 　ターボ冷却系統バイパス作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE) 　ディーゼル燃料高圧系統漏れ検出テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE) 　ファンユニット

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE) 　プレ/ポストヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE) 　ベンチレーターモーターグループ(高速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE) 　ベンチレーターモーターグループ(低速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE) 　メインリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE) 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE) 　電制EGRバルブ1&2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE) 　燃圧コントロールソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE) 　燃料流量コントロールソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE) 　補助ヒーター1&2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE) 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH) 　EGRクーリング系統バイパス作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH) 　EGR電制スロットル

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH) 　O2センサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH) 　RTEバルブエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH) 　エアミキサー作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH) 　ガスインレットスワールコントロールソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH) 　ターボチャージャー可変抵抗作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH) 　ターボ圧力ソレノイドバルブ1&2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH) 　ターボ冷却系統バイパス作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH) 　ディーゼル燃料高圧系統漏れ検出テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH) 　ファンユニット

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH) 　プレ/ポストヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH) 　ベンチレーターモーターグループ(高速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH) 　ベンチレーターモーターグループ(低速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH) 　メインリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH) 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH) 　電制EGRバルブ1&2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH) 　燃圧コントロールソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH) 　燃料流量コントロールソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH) 　補助ヒーター1&2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH) 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5) 　EGRクーリング系統バイパス作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5) 　O2センサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5) 　RTEバルブエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5) 　エアミキサー作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5) 　ターボチャージャー可変抵抗作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5) 　ターボ冷却系統バイパス作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5) 　ディーゼル燃料高圧系統漏れ検出テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5) 　ベンチレーターモーターグループ(高速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5) 　ベンチレーターモーターグループ(低速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5) 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5) 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　EGRクーリング系統バイパス作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　EGRバルブテスト
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システム名 項目名

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　O2センサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　RTEバルブエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　インジェクター4

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

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　ターボチャージャー可変抵抗作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　ディーゼル燃料高圧系統漏れ検出テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　パイロットエアインレットモジュールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　高速ファンまたは可変速度ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　全エア系統制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2) 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY) 　EGRクーリング系統バイパス作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY) 　O2センサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY) 　エアミキサー作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY) 　エア系統ASSY機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY) 　ターボチャージャー可変抵抗作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY) 　ディーゼル燃料高圧系統漏れ検出テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY) 　パイロットエアインレットモジュールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY) 　ヒーターマトリックスウォーターポンプテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　DENOXシステムエア漏れ点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　DENOXシステムリレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　DENOXシステム加圧点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　DENOXシステム効率点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　DENOXシステム流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　EGRエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　NOxセンサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　エア系統制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　エンジン圧縮テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　エンジン圧縮テスト(delphi)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　ターボチャージャーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　ディーゼルインジェクター1制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　ディーゼルインジェクター2制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　ディーゼルインジェクター3制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　ディーゼルインジェクター4制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(エンジン駆動)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(スターター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　ファンASSY高速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　ファンASSY低速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　プレ/ポストヒーターユニットテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　レール圧上昇&下降テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト
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　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　電源リレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC15C2) 　EGRソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC15C2) 　EGRバタフライソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC15C2) 　コンソメーター信号

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC15C2) 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC15C2) 　ディーゼル圧力レギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC15C2) 　ピストン3高圧ポンプ動作停止

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC15C2) 　ファンASSY高速リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC15C2) 　ファン低速リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC15C2) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC15C2) 　プレヒーティング警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC15C2) 　診断警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC15C2) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC15C2) 　冷却水温警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HV-DV6TED4B FAP - 90CV)) 　EGRバタフライソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HV-DV6TED4B FAP - 90CV)) 　エキゾーストヒートリカバリーバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HV-DV6TED4B FAP - 90CV)) 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HV-DV6TED4B FAP - 90CV)) 　バイパスバタフライソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HV-DV6TED4B FAP - 90CV)) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HV-DV6TED4B FAP - 90CV)) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HV-DV6TED4B FAP - 90CV)) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HV-DV6TED4B FAP - 90CV)) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HV-DV6TED4B FAP - 90CV)) 　添加剤ポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HV-DV6TED4B FAP - 90CV)) 　電動EGRバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HV-DV6TED4B FAP - 90CV)) 　補助ヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HX DV6ATED4 - 90CV)) 　EGRバタフライソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HX DV6ATED4 - 90CV)) 　エキゾーストヒートリカバリーバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HX DV6ATED4 - 90CV)) 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HX DV6ATED4 - 90CV)) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HX DV6ATED4 - 90CV)) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HX DV6ATED4 - 90CV)) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HX DV6ATED4 - 90CV)) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HX DV6ATED4 - 90CV)) 　電動EGRバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HX DV6ATED4 - 90CV)) 　補助ヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HY-DV6TED4 - 110CV)) 　EGRバタフライソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HY-DV6TED4 - 110CV)) 　エキゾーストヒートリカバリーバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HY-DV6TED4 - 110CV)) 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HY-DV6TED4 - 110CV)) 　バイパスバタフライソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HY-DV6TED4 - 110CV)) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HY-DV6TED4 - 110CV)) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HY-DV6TED4 - 110CV)) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HY-DV6TED4 - 110CV)) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HY-DV6TED4 - 110CV)) 　添加剤ポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HY-DV6TED4 - 110CV)) 　電動EGRバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HY-DV6TED4 - 110CV)) 　補助ヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV)) 　EGRバタフライソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV)) 　エキゾーストヒートリカバリーバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV)) 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV)) 　バイパスバタフライソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV)) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV)) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV)) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV)) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV)) 　添加剤ポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV)) 　電動EGRバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV)) 　補助ヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C34) 　EGRバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C34) 　エアコンリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C34) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C34) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C34) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C34) 　電動エアメーターバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C34) 　燃料圧力レギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C39(EDC16C39 TUB)) 　MIL警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C39(EDC16C39 TUB)) 　インジェクター停止1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C39(EDC16C39 TUB)) 　インジェクター停止2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C39(EDC16C39 TUB)) 　インジェクター停止3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C39(EDC16C39 TUB)) 　インジェクター停止4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C39(EDC16C39 TUB)) 　エンジン温度警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C39(EDC16C39 TUB)) 　ファンASSY1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C39(EDC16C39 TUB)) 　ファンASSY2
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　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C39(EDC16C39 TUB)) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C39(EDC16C39 TUB)) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C39(EDC16C39 TUB)) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C39(EDC16C39 TUB)) 　高圧系統圧縮テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C39(EDC16C39 TUB)) 　電動EGRバルブテスト(動作音点検)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C39(EDC16C39 TUB)) 　油圧警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP)) 　EGRバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP)) 　O2センサーヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP)) 　ウェストゲートソレノイドバルブ(ターボ1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP)) 　コンプレッサーソレノイドバルブ2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP)) 　ターボソレノイドバルブ1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP)) 　ターボソレノイドバルブ2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP)) 　ファン高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP)) 　フューエルポンプ流量制御ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP)) 　プレヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP)) 　ミキサーバタフライ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP)) 　再循環ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP)) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP)) 　燃圧コントロールソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP)) 　燃料添加剤ポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP)) 　補助ヒーターリレー1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP)) 　補助ヒーターリレー2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT)) 　EGRバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT)) 　O2センサーヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT)) 　ウェストゲートソレノイドバルブ(ターボ1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT)) 　コンプレッサーソレノイドバルブ2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT)) 　ターボソレノイドバルブ1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT)) 　ターボソレノイドバルブ2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT)) 　ファン高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT)) 　フューエルポンプ流量制御ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT)) 　プレヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT)) 　ミキサーバタフライ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT)) 　再循環ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT)) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT)) 　燃圧コントロールソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT)) 　燃料添加剤ポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT)) 　補助ヒーターリレー1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT)) 　補助ヒーターリレー2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　DENOXシステムエア漏れ点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　DENOXシステムリレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　DENOXシステム加圧点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　DENOXシステム効率点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　DENOXシステム流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　EGRエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　NOxセンサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　エア系統ASSY機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　エア系統制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　エンジン圧縮テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　エンジン圧縮テスト(delphi)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　ターボチャージャーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　ディーゼルインジェクター1制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　ディーゼルインジェクター2制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　ディーゼルインジェクター3制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　ディーゼルインジェクター4制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(エンジン駆動)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(スターター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　ファンASSY高速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　ファンASSY低速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　ファンユニット高速/ファンユニット可変速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　ファンユニット低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　プレ/ポストヒーターユニットテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　レール圧上昇&下降テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー1)
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　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(全気筒)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　電源リレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　DENOXシステムエア漏れ点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　DENOXシステムリレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　DENOXシステム加圧点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　DENOXシステム効率点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　DENOXシステム流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　EGRエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　NOxセンサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　エア系統ASSY機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　エア系統制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　エンジン圧縮テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　エンジン圧縮テスト(delphi)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　ターボチャージャーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　ディーゼルインジェクター1制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　ディーゼルインジェクター2制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　ディーゼルインジェクター3制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　ディーゼルインジェクター4制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(エンジン駆動)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(スターター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　ファンASSY高速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　ファンASSY低速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　ファンユニット高速/ファンユニット可変速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　ファンユニット低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　プレ/ポストヒーターユニットテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　レール圧上昇&下降テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(全気筒)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　電源リレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　DENOXシステムエア漏れ点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　DENOXシステムリレー制御テスト



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　DENOXシステム加圧点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　DENOXシステム効率点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　DENOXシステム流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　EGRエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　NOxセンサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　エア系統ASSY機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　エア系統制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　エンジン圧縮テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　エンジン圧縮テスト(delphi)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　ターボチャージャーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　ディーゼルインジェクター1制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　ディーゼルインジェクター2制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　ディーゼルインジェクター3制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　ディーゼルインジェクター4制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(エンジン駆動)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(スターター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　ファンASSY高速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　ファンASSY低速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　ファンユニット高速/ファンユニット可変速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　ファンユニット低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　プレ/ポストヒーターユニットテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　レール圧上昇&下降テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(全気筒)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　電源リレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　DENOXシステムエア漏れ点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　DENOXシステムリレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　DENOXシステム加圧点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　DENOXシステム効率点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　DENOXシステム流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　EGRエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　NOxセンサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　O2センサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　エア系統ASSY機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　エア系統制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　エンジン圧縮テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　エンジン圧縮テスト(delphi)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　ターボチャージャーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　ディーゼルインジェクター1制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　ディーゼルインジェクター2制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　ディーゼルインジェクター3制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　ディーゼルインジェクター4制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(エンジン駆動)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(スターター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　ファンASSY高速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　ファンASSY低速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　ファンユニット高速/ファンユニット可変速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　ファンユニット低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　プレ/ポストヒーターユニットテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　レール圧上昇&下降テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(全気筒)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　電源リレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　DENOXシステムエア漏れ点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　DENOXシステムリレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　DENOXシステム加圧点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　DENOXシステム効率点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　DENOXシステム流量点検

　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バイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　NOxセンサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　エア系統制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　エンジン圧縮テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　エンジン圧縮テスト(delphi)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　ターボチャージャーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　ディーゼルインジェクター1制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　ディーゼルインジェクター2制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　ディーゼルインジェクター3制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　ディーゼルインジェクター4制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(エンジン駆動)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(スターター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　ファンASSY高速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　ファンASSY低速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　ファンユニット高速/ファンユニット可変速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　ファンユニット低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　プレ/ポストヒーターユニットテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　レール圧上昇&下降テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー2)



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(全気筒)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　電源リレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　DENOXシステムエア漏れ点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　DENOXシステムリレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　DENOXシステム加圧点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　DENOXシステム効率点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　DENOXシステム流量点検

　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バイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　NOxセンサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　O2センサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　エア系統ASSY機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　エア系統制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　エンジン圧縮テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　エンジン圧縮テスト(delphi)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　ターボチャージャーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　ディーゼルインジェクター1制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　ディーゼルインジェクター2制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　ディーゼルインジェクター3制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　ディーゼルインジェクター4制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(エンジン駆動)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(スターター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　ファンASSY高速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　ファンASSY低速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　ファンユニット高速/ファンユニット可変速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　ファンユニット低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　プレ/ポストヒーターユニットテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　レール圧上昇&下降テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(全気筒)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　電源リレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV)) 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　DENOXシステムエア漏れ点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　DENOXシステムリレー制御テスト



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　DENOXシステム加圧点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　DENOXシステム効率点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　DENOXシステム流量点検

　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バイパステスト

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

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　NOxセンサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　エア系統制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　エンジン圧縮テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　エンジン圧縮テスト(delphi)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　ターボチャージャーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　ディーゼルインジェクター1制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　ディーゼルインジェクター2制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　ディーゼルインジェクター3制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　ディーゼルインジェクター4制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(エンジン駆動)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(スターター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　ファンASSY高速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　ファンASSY低速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　ファンユニット高速/ファンユニット可変速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　ファンユニット低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　プレ/ポストヒーターユニットテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　レール圧上昇&下降テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(全気筒)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　電源リレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM)) 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　DENOXシステムエア漏れ点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　DENOXシステムリレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　DENOXシステム加圧点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　DENOXシステム効率点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　DENOXシステム流量点検

　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バイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　NOxセンサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　エア系統制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　エンジン圧縮テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　エンジン圧縮テスト(delphi)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　ターボチャージャーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　ディーゼルインジェクター1制御テスト



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　ディーゼルインジェクター2制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　ディーゼルインジェクター3制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　ディーゼルインジェクター4制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(エンジン駆動)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(スターター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　ファンASSY高速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　ファンASSY低速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　ファンユニット高速/ファンユニット可変速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　ファンユニット低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　プレ/ポストヒーターユニットテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　レール圧上昇&下降テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(全気筒)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　電源リレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　DENOXシステムエア漏れ点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　DENOXシステムリレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　DENOXシステム加圧点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　DENOXシステム効率点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　DENOXシステム流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　EGRエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　NOxセンサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　エア系統制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　エンジン圧縮テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　エンジン圧縮テスト(delphi)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　ターボチャージャーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　ディーゼルインジェクター1制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　ディーゼルインジェクター2制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　ディーゼルインジェクター3制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　ディーゼルインジェクター4制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(エンジン駆動)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(スターター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　ファンASSY高速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　ファンASSY低速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　ファンユニット高速/ファンユニット可変速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　ファンユニット低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　プレ/ポストヒーターユニットテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　レール圧上昇&下降テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(全気筒)



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　電源リレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　DENOXシステムエア漏れ点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　DENOXシステムリレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　DENOXシステム加圧点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　DENOXシステム効率点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　DENOXシステム流量点検

　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バイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　NOxセンサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　エア系統制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　エンジン圧縮テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　エンジン圧縮テスト(delphi)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　ターボチャージャーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　ディーゼルインジェクター1制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　ディーゼルインジェクター2制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　ディーゼルインジェクター3制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　ディーゼルインジェクター4制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(エンジン駆動)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(スターター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　ファンASSY高速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　ファンASSY低速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　ファンユニット高速/ファンユニット可変速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　ファンユニット低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　プレ/ポストヒーターユニットテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　レール圧上昇&下降テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(全気筒)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　電源リレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　DENOXシステムエア漏れ点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　DENOXシステムリレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　DENOXシステム加圧点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　DENOXシステム効率点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　DENOXシステム流量点検

　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バイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　EGRバルブテスト



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　NOxセンサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　エア系統制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　エンジン圧縮テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　エンジン圧縮テスト(delphi)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　ターボチャージャーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　ディーゼルインジェクター1制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　ディーゼルインジェクター2制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　ディーゼルインジェクター3制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　ディーゼルインジェクター4制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(エンジン駆動)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(スターター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　ファンASSY高速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　ファンASSY低速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　ファンユニット高速/ファンユニット可変速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　ファンユニット低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　プレ/ポストヒーターユニットテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　レール圧上昇&下降テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(全気筒)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　電源リレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　DENOXシステムエア漏れ点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　DENOXシステムリレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　DENOXシステム加圧点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　DENOXシステム効率点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　DENOXシステム流量点検

　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バイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　NOxセンサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　エア系統制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　エンジン圧縮テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　エンジン圧縮テスト(delphi)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　ターボチャージャーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　ディーゼルインジェクター1制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　ディーゼルインジェクター2制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　ディーゼルインジェクター3制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　ディーゼルインジェクター4制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(エンジン駆動)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(スターター)



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　ファンASSY高速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　ファンASSY低速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　ファンユニット高速/ファンユニット可変速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　ファンユニット低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　プレ/ポストヒーターユニットテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　レール圧上昇&下降テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(全気筒)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　電源リレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　DENOXシステムエア漏れ点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　DENOXシステムリレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　DENOXシステム加圧点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　DENOXシステム効率点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　DENOXシステム流量点検

　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バイパステスト

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

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　NOxセンサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　O2センサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　エアインテークモジュール制御点検

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

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　エア系統ASSY機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　エア系統制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　エンジン圧縮テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　エンジン圧縮テスト(delphi)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　ターボチャージャーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　ディーゼルインジェクター1制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　ディーゼルインジェクター2制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　ディーゼルインジェクター3制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　ディーゼルインジェクター4制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(エンジン駆動)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(スターター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　ファンASSY高速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　ファンASSY低速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　ファンユニット高速/ファンユニット可変速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　ファンユニット低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　プレ/ポストヒーターユニットテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　レール圧上昇&下降テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(全気筒)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　電源リレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　DENOXシステムエア漏れ点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　DENOXシステムリレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　DENOXシステム加圧点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　DENOXシステム効率点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　DENOXシステム流量点検

　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バイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　NOxセンサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　O2センサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　エア系統ASSY機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　エア系統制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　エンジン圧縮テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　エンジン圧縮テスト(delphi)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　ターボチャージャーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　ディーゼルインジェクター1制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　ディーゼルインジェクター2制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　ディーゼルインジェクター3制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　ディーゼルインジェクター4制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(エンジン駆動)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(スターター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　ファンASSY高速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　ファンASSY低速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　ファンユニット高速/ファンユニット可変速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　ファンユニット低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　プレ/ポストヒーターユニットテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　レール圧上昇&下降テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(全気筒)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　電源リレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　DENOXシステムエア漏れ点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　DENOXシステムリレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　DENOXシステム加圧点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　DENOXシステム効率点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　DENOXシステム流量点検

　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バイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　EGR系統機能点検



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　NOxセンサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　O2センサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　エア系統ASSY機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　エア系統制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　エンジン圧縮テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　エンジン圧縮テスト(delphi)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　ターボチャージャーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　ディーゼルインジェクター1制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　ディーゼルインジェクター2制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　ディーゼルインジェクター3制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　ディーゼルインジェクター4制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(エンジン駆動)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(スターター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　ファンASSY高速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　ファンASSY低速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　ファンユニット高速/ファンユニット可変速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　ファンユニット低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　プレ/ポストヒーターユニットテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　レール圧上昇&下降テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(全気筒)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　電源リレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTED 92 CV)) 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　DENOXシステムエア漏れ点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　DENOXシステムリレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　DENOXシステム加圧点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　DENOXシステム効率点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　DENOXシステム流量点検

　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バイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　NOxセンサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　O2センサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　エア系統ASSY機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　エア系統制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　エンジン圧縮テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　エンジン圧縮テスト(delphi)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　ターボチャージャーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　ディーゼルインジェクター1制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　ディーゼルインジェクター2制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　ディーゼルインジェクター3制御テスト
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システム名 項目名

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　ディーゼルインジェクター4制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(エンジン駆動)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(スターター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　ファンASSY高速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　ファンASSY低速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　ファンユニット高速/ファンユニット可変速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　ファンユニット低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　プレ/ポストヒーターユニットテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　レール圧上昇&下降テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(全気筒)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　電源リレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)) 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　DENOXシステムエア漏れ点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　DENOXシステムリレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　DENOXシステム加圧点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　DENOXシステム効率点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　DENOXシステム流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　EGRエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　NOxセンサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　O2センサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　エア系統ASSY機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　エア系統制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　エンジン圧縮テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　エンジン圧縮テスト(delphi)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　ターボチャージャーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　ディーゼルインジェクター1制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　ディーゼルインジェクター2制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　ディーゼルインジェクター3制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　ディーゼルインジェクター4制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(エンジン駆動)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(スターター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　ファンASSY高速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　ファンASSY低速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　ファンユニット高速/ファンユニット可変速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　ファンユニット低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　プレ/ポストヒーターユニットテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　レール圧上昇&下降テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(全気筒)



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　電源リレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　DENOXシステムエア漏れ点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　DENOXシステムリレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　DENOXシステム加圧点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　DENOXシステム効率点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　DENOXシステム流量点検

　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バイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　NOxセンサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　O2センサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　エア系統ASSY機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　エア系統制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　エンジン圧縮テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　エンジン圧縮テスト(delphi)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　ターボチャージャーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　ディーゼルインジェクター1制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　ディーゼルインジェクター2制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　ディーゼルインジェクター3制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　ディーゼルインジェクター4制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(エンジン駆動)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(スターター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　ファンASSY高速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　ファンASSY低速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　ファンユニット高速/ファンユニット可変速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　ファンユニット低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　プレ/ポストヒーターユニットテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　レール圧上昇&下降テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(全気筒)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　電源リレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTED-92 CV)) 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　DENOXシステムエア漏れ点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　DENOXシステムリレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　DENOXシステム加圧点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　DENOXシステム効率点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　DENOXシステム流量点検



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　EGRエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　NOxセンサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　エア系統制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　エンジン圧縮テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　エンジン圧縮テスト(delphi)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　ターボチャージャーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　ディーゼルインジェクター1制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　ディーゼルインジェクター2制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　ディーゼルインジェクター3制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　ディーゼルインジェクター4制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(エンジン駆動)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(スターター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　ファンASSY高速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　ファンASSY低速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　プレ/ポストヒーターユニットテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　レール圧上昇&下降テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　電源リレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60) 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52(EDC17CP52 SOFIM ユーロ5)) 　MIL警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52(EDC17CP52 SOFIM ユーロ5)) 　インジェクター停止1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52(EDC17CP52 SOFIM ユーロ5)) 　インジェクター停止2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52(EDC17CP52 SOFIM ユーロ5)) 　インジェクター停止3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52(EDC17CP52 SOFIM ユーロ5)) 　インジェクター停止4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52(EDC17CP52 SOFIM ユーロ5)) 　エンジン温度警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52(EDC17CP52 SOFIM ユーロ5)) 　ファンASSY1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52(EDC17CP52 SOFIM ユーロ5)) 　ファンASSY2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52(EDC17CP52 SOFIM ユーロ5)) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52(EDC17CP52 SOFIM ユーロ5)) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52(EDC17CP52 SOFIM ユーロ5)) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52(EDC17CP52 SOFIM ユーロ5)) 　高圧系統圧縮テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52(EDC17CP52 SOFIM ユーロ5)) 　電動EGRバルブテスト(動作音点検)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52(EDC17CP52 SOFIM ユーロ5)) 　油圧警告灯

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

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5) 　エアコンコンプレッサー制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5) 　エアメーターバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5) 　エンジン水温警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5) 　クランクケースガス再ブリーズ用ヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5) 　クルーズコントロールインジケーター

　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ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5) 　ディーゼル内水検出警告

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5) 　ファンユニット1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5) 　ファンユニット2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5) 　ファンユニット3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5) 　ブースターポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5) 　プリヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5) 　プレヒーターグロープラグ警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5) 　圧力レギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5) 　油圧LED

　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警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_8DF3) 　EGRヒートエクスチェンジャーバイパス

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_8DF3) 　エアコンリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_8DF3) 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_8DF3) 　ターボ圧力コントロールソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_8DF3) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_8DF3) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807 9HL) 　EGRエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807 9HL) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807 9HL) 　EGR系統機能点検



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807 9HL) 　O2センサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807 9HL) 　VGターボテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807 9HL) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807 9HL) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807 9HL) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807 9HL) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807 9HL) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807 9HL) 　エア系統ASSY機能(WALT)点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807 9HL) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807 9HL) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807 9HL) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807 9HL) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807 9HL) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807 9HL) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807 9HL) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807 9HL) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807 9HL) 　高速ファンまたは可変速度ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807 9HL) 　添加剤ポンプ電子ヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807 9HL) 　補助ヒーター(電子ヒーター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807(9HL HDI_SID807)) 　EGRエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807(9HL HDI_SID807)) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807(9HL HDI_SID807)) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807(9HL HDI_SID807)) 　O2センサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807(9HL HDI_SID807)) 　VGターボテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807(9HL HDI_SID807)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807(9HL HDI_SID807)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807(9HL HDI_SID807)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807(9HL HDI_SID807)) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807(9HL HDI_SID807)) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807(9HL HDI_SID807)) 　エア系統ASSY機能(WALT)点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807(9HL HDI_SID807)) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807(9HL HDI_SID807)) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807(9HL HDI_SID807)) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807(9HL HDI_SID807)) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807(9HL HDI_SID807)) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807(9HL HDI_SID807)) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807(9HL HDI_SID807)) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807(9HL HDI_SID807)) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807(9HL HDI_SID807)) 　高速ファンまたは可変速度ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807(9HL HDI_SID807)) 　添加剤ポンプ電子ヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807(9HL HDI_SID807)) 　補助ヒーター(電子ヒーター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2)) 　EGRエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2)) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2)) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2)) 　O2センサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2)) 　VGターボテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2)) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2)) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2)) 　エア系統ASSY機能(WALT)点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2)) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2)) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2)) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2)) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2)) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2)) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2)) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2)) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2)) 　高速ファンまたは可変速度ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2)) 　添加剤ポンプ電子ヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2)) 　補助ヒーター(電子ヒーター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2)) 　EGRエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2)) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2)) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2)) 　O2センサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2)) 　VGターボテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2)) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2)) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2)) 　エア系統ASSY機能(WALT)点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2)) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2)) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2)) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2)) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2)) 　プレヒーティングユニット制御



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2)) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2)) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2)) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2)) 　高速ファンまたは可変速度ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2)) 　添加剤ポンプ電子ヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2)) 　補助ヒーター(電子ヒーター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2 9HL)) 　EGRエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2 9HL)) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2 9HL)) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2 9HL)) 　O2センサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2 9HL)) 　VGターボテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2 9HL)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2 9HL)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2 9HL)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2 9HL)) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2 9HL)) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2 9HL)) 　エア系統ASSY機能(WALT)点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2 9HL)) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2 9HL)) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2 9HL)) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2 9HL)) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2 9HL)) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2 9HL)) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2 9HL)) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2 9HL)) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2 9HL)) 　高速ファンまたは可変速度ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2 9HL)) 　添加剤ポンプ電子ヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2 9HL)) 　補助ヒーター(電子ヒーター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2_9HD)) 　EGRエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2_9HD)) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2_9HD)) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2_9HD)) 　O2センサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2_9HD)) 　VGターボテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2_9HD)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2_9HD)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2_9HD)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2_9HD)) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2_9HD)) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2_9HD)) 　エア系統ASSY機能(WALT)点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2_9HD)) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2_9HD)) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2_9HD)) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2_9HD)) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2_9HD)) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2_9HD)) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2_9HD)) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2_9HD)) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2_9HD)) 　高速ファンまたは可変速度ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2_9HD)) 　添加剤ポンプ電子ヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2_9HD)) 　補助ヒーター(電子ヒーター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2) 　EGRエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2) 　O2センサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2) 　VGターボテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2) 　エア系統ASSY機能(WALT)点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2) 　高速ファンまたは可変速度ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2) 　添加剤ポンプ電子ヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2) 　補助ヒーター(電子ヒーター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX J34P) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX J34P) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX J34P) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX J34P) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX J34P) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX J34P) 　シリンダー1/4コイル

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX J34P) 　シリンダー2/3コイル



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX J34P) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX J34P) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX J34P) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX J34P) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX J34P) 　フロントO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX J34P) 　リアO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX MM4.8P) 　1/4イグニッションコイル制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX MM4.8P) 　2/3イグニッションコイル制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX MM4.8P) 　アイドルレギュレーションステッピングモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX MM4.8P) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX MM4.8P) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX MM4.8P) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX MM4.8P) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX MM4.8P) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX MM4.8P) 　ファンGMV1(高速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX MM4.8P) 　ファンGMV2(低速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX MM4.8P) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX MM4.8P) 　フロントO2センサーヒーター制御機能

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX MM4.8P) 　リアO2センサーヒーター制御機能

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX MM4.8P) 　排気ガス再循環ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46) 　イグニッションコイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46) 　イグニッションコイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46) 　イグニッションコイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46) 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46) 　スロットルモーターユニット

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46) 　ターボ圧力レギュレーションソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46) 　ターボ冷却電動ウォーターポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46) 　ファンASSY高速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46) 　ファンASSY低速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46) 　フューエルサプライ系統解放

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46) 　フロントO2センサー空燃比テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46) 　吸気可変カムシャフト駆動テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46) 　低圧フューエルポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46) 　電源リレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46) 　排気可変カムシャフト駆動テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46) 　補助ヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46) 　流量ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(K6D SAGEM S2000) 　1/4イグニッションコイル制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(K6D SAGEM S2000) 　2/3イグニッションコイル制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(K6D SAGEM S2000) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(K6D SAGEM S2000) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(K6D SAGEM S2000) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(K6D SAGEM S2000) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(K6D SAGEM S2000) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(K6D SAGEM S2000) 　ステッピングモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(K6D SAGEM S2000) 　ファン(高速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(K6D SAGEM S2000) 　ファン(低速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(K6D SAGEM S2000) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LP) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LP) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LP) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LP) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LP) 　エアポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LP) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LP) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LP) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LP) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LP) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LP) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LP) 　フロントセンサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LP) 　リアセンサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LP) 　高速ファンASSY(チョッパー)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LPC) 　VVTソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LPC) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LPC) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LPC) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LPC) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LPC) 　エアポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LPC) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LPC) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LPC) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LPC) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LPC) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LPC) 　コイル3



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LPC) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LPC) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LPC) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LPC) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LPC) 　フロントセンサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LPC) 　リアセンサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LPC) 　高速ファンASSY(チョッパー)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) 　エアポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4) 　エアポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749 BIO FLEX) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749 BIO FLEX) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749 BIO FLEX) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749 BIO FLEX) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749 BIO FLEX) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749 BIO FLEX) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749 BIO FLEX) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749 BIO FLEX) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749 BIO FLEX) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749 BIO FLEX) 　高速ファンASSY(チョッパー)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749 BIO FLEX) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749) 　高速ファンASSY(チョッパー)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749 BIOFLEX) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749 BIOFLEX) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749 BIOFLEX) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749 BIOFLEX) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749 BIOFLEX) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749 BIOFLEX) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749 BIOFLEX) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749 BIOFLEX) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749 BIOFLEX) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749 BIOFLEX) 　高速ファンASSY(チョッパー)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749 BIOFLEX) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749) 　高速ファンASSY(チョッパー)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000) 　1/4イグニッションコイル制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000) 　2/3イグニッションコイル制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000) 　インジェクター4
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　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000) 　ステッピングモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000) 　ファン(高速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000) 　ファン(低速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000PM2) 　1/4イグニッションコイル制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000PM2) 　2/3イグニッションコイル制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000PM2) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000PM2) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000PM2) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000PM2) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000PM2) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000PM2) 　ステッピングモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000PM2) 　ファン(高速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000PM2) 　ファン(低速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000PM2) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFX BOSCH MP7.3) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFX BOSCH MP7.3) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFX BOSCH MP7.3) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFX BOSCH MP7.3) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFX BOSCH MP7.3) 　エアコンリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFX BOSCH MP7.3) 　エアポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFX BOSCH MP7.3) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFX BOSCH MP7.3) 　ステッピングモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFX BOSCH MP7.3) 　タコメーター信号

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFX BOSCH MP7.3) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFX BOSCH MP7.3) 　燃料消費量信号

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFX MM1AP) 　インジェクター1、4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFX MM1AP) 　インジェクター2、3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFX MM1AP) 　キャニスターバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFX MM1AP) 　ステッピングモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFX MM1AP) 　フューエルポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(L6A SAGEM SL96) 　インジェクター1、4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(L6A SAGEM SL96) 　インジェクター2、3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(L6A SAGEM SL96) 　キャニスターバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(L6A SAGEM SL96) 　ステッピングモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(L6A SAGEM SL96) 　フューエルポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFY BOSCH MP7.3) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFY BOSCH MP7.3) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFY BOSCH MP7.3) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFY BOSCH MP7.3) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFY BOSCH MP7.3) 　エアコンリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFY BOSCH MP7.3) 　エアポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFY BOSCH MP7.3) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFY BOSCH MP7.3) 　ステッピングモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFY BOSCH MP7.3) 　タコメーター信号制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFY BOSCH MP7.3) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFY BOSCH MP7.3) 　フロントO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFY BOSCH MP7.3) 　リアO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFZ SAGEM S2000) 　1/4イグニッションコイル制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFZ SAGEM S2000) 　2/3イグニッションコイル制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFZ SAGEM S2000) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFZ SAGEM S2000) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFZ SAGEM S2000) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFZ SAGEM S2000) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFZ SAGEM S2000) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFZ SAGEM S2000) 　ステッピングモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFZ SAGEM S2000) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　ACCカットリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　AI駆動(ASV開/AP - ON)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　AI駆動(ASV閉/AP - ON)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　AI駆動2(ASV開/AP - ON)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　CVTギアシフトポジション

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　CVT加速ソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　CVT減速ソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(シリンダー内噴射)(噴射停止)(シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(シリンダー内噴射)(噴射停止)(シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(シリンダー内噴射)(噴射停止)(シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(シリンダー内噴射)(噴射停止)(シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(シリンダー内噴射)(噴射停止)(シリンダー5)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(シリンダー内噴射)(噴射停止)(シリンダー6)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(シリンダー内噴射)(噴射停止)(シリンダー7)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(シリンダー内噴射)(噴射停止)(シリンダー8)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(シリンダー内噴射)(噴射点火停止)(シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(シリンダー内噴射)(噴射点火停止)(シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(シリンダー内噴射)(噴射点火停止)(シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(シリンダー内噴射)(噴射点火停止)(シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(シリンダー内噴射)(噴射点火停止)(シリンダー5)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(シリンダー内噴射)(噴射点火停止)(シリンダー6)
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　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(シリンダー内噴射)(噴射点火停止)(シリンダー7)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(シリンダー内噴射)(噴射点火停止)(シリンダー8)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(ポート噴射)(噴射停止)(シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(ポート噴射)(噴射停止)(シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(ポート噴射)(噴射停止)(シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(ポート噴射)(噴射停止)(シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(ポート噴射)(噴射停止)(シリンダー5)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(ポート噴射)(噴射停止)(シリンダー6)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(ポート噴射)(噴射停止)(シリンダー7)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(ポート噴射)(噴射停止)(シリンダー8)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(ポート噴射)(噴射点火停止)(シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(ポート噴射)(噴射点火停止)(シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(ポート噴射)(噴射点火停止)(シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(ポート噴射)(噴射点火停止)(シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(ポート噴射)(噴射点火停止)(シリンダー5)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(ポート噴射)(噴射点火停止)(シリンダー6)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(ポート噴射)(噴射点火停止)(シリンダー7)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(ポート噴射)(噴射点火停止)(シリンダー8)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(制御依存)(噴射停止)(シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(制御依存)(噴射停止)(シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(制御依存)(噴射停止)(シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(制御依存)(噴射停止)(シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(制御依存)(噴射停止)(シリンダー5)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(制御依存)(噴射停止)(シリンダー6)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(制御依存)(噴射停止)(シリンダー7)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(制御依存)(噴射停止)(シリンダー8)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(制御依存)(噴射点火停止)(シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(制御依存)(噴射点火停止)(シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(制御依存)(噴射点火停止)(シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(制御依存)(噴射点火停止)(シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(制御依存)(噴射点火停止)(シリンダー5)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(制御依存)(噴射点火停止)(シリンダー6)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(制御依存)(噴射点火停止)(シリンダー7)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(パワーバランス)(制御依存)(噴射点火停止)(シリンダー8)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(燃料噴射量変更)(シリンダー内インジェクション)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(燃料噴射量変更)(ポート噴射)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　D-4S(燃料噴射量変更)(制御依存)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　ECTギアシフトポジション

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　EGR VSV

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　EGRカットVSV

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　EGRクーラーバイパスVSV(クーラー側)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　EGRクーラーバイパスVSV(バイバス側)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　EGRステップポジション2制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　EGRステップ位置制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　EGRステップ量

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　EGRバルブ閉

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　FPリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　FPリレー2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　PM強制再生制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　PWバランス噴射停止(シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　PWバランス噴射停止(シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　PWバランス噴射停止(シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　PWバランス噴射停止(シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　PWバランス噴射停止(シリンダー5)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　PWバランス噴射停止(シリンダー6)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　PWバランス噴射停止(シリンダー7)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　PWバランス噴射停止(シリンダー8)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　SCVモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　SLS

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　SLS駆動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　S被毒再生制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　TCターミナルON

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　VNターボ開度(バンク1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　VNターボ全開

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　VVTリニア駆動(バンク1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　VVTリニア駆動(バンク2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　VVT制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　VVT制御B2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　エアコンマグネットクラッチ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　エマージェンシーカットバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　エンジンブレーキコントロールソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　シフトギアソレノイド1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　シフトギアソレノイド2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　シフトギアソレノイド3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　シフトギアソレノイド4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　シフトギアリニアソレノイド3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　シフトギアリニアソレノイド4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　シフトギアリニアソレノイド5

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　スターターリレー
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　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　スリップコントロールソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　セカンダリーエアシステム

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　タイミングソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　ディーゼルスロットル駆動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　トランスミッションリニアソレノイド1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　トランスミッションリニアソレノイド2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　パージVSV

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　パージ開/閉固着

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　バルブマチック駆動(エンジンOFF)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　バルブマチック駆動(エンジンON)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　バルブマチック暖機後駆動位置

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　バルブマチック暖機前駆動位置

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　パワーバランス(噴射停止 - シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　パワーバランス(噴射停止 - シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　パワーバランス(噴射停止 - シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　パワーバランス(噴射停止 - シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　パワーバランス(噴射停止 - シリンダー5)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　パワーバランス(噴射停止 - シリンダー6)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　パワーバランス(噴射停止 - シリンダー7)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　パワーバランス(噴射停止 - シリンダー8)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　パワーバランス(噴射点火停止 - シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　パワーバランス(噴射点火停止 - シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　パワーバランス(噴射点火停止 - シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　パワーバランス(噴射点火停止 - シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　パワーバランス(噴射点火停止 - シリンダー5)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　パワーバランス(噴射点火停止 - シリンダー6)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　パワーバランス(噴射点火停止 - シリンダー7)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　パワーバランス(噴射点火停止 - シリンダー8)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　フューエルカット禁止

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　プレデリバリーカットバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　ライン圧力ソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　リレーバルブコントロールソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　リレー系統

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　ロックアップコントロールソレノイド(DSL)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　ロックアップコントロールソレノイド(DSU)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　ロックアップコントロールソレノイド(SL)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　ロックアップソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　吸気制御VSV

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　吸気制御バルブ駆動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　給油インレット開

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　係合圧力ソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　高圧燃料テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　触媒OT失火防止F/C無効

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　前後切替ソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　電圧発生要求

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　電気バルブ戻り値

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　電動VVTリニア駆動(バンク1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　電動VVTリニア駆動(バンク2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　電動ウォーターポンプ操作

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　電動スロットル駆動(Fast)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　電動スロットル駆動(Slow)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　電動ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　燃料圧力リリーフバルブ開

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　燃料噴射量

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　排気VSV要求値

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　排気VVTリニア駆動(バンク1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　排気VVTリニア駆動(バンク2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　排気ブレーキVSV

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　噴射時間1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　噴射時間2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　噴射時間3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　噴射時間4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　噴射時間5

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　噴射時間6

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　噴射時間7

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　噴射時間8

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　噴射方法切替(シリンダー内噴射)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　噴射方法切替(ポート噴射)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　噴射方法切替(制御依存)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52) 　目標燃料圧力

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6A) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6A) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6A) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6A) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6A) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6A) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6A) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6A) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6A) 　ファン高速
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　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6A) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6A) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6B) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6B) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6B) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6B) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6B) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6B) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6B) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6B) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6B) 　ファン高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6B) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6B) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFR) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFR) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFR) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFR) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFR) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFR) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFR) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFR) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFR) 　ファン高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFR) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFR) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFU) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFU) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFU) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFU) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFU) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFU) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFU) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFU) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFU) 　ファン高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFU) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFU) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745) 　ファン高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5(NFP)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5(NFP)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5(NFP)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5(NFP)) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5(NFP)) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5(NFP)) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5(NFP)) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5(NFP)) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5(NFP)) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5(NFP)) 　バキュームポンプリレー駆動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5(NFP)) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5(NFP)) 　ファン高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5(NFP)) 　フロントO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5(NFP)) 　リアO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5(NFP)) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5(NFP)) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5) 　ファン高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFN)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFN)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFN)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFN)) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFN)) 　カムシャフトディフェーザーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFN)) 　キャニスターパージバルブ
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　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFN)) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFN)) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFN)) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFN)) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFN)) 　バキュームポンプリレー駆動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFN)) 　ファン高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFN)) 　フロントO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFN)) 　リアO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFN)) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFN)) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFP)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFP)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFP)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFP)) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFP)) 　カムシャフトディフェーザーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFP)) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFP)) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFP)) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFP)) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFP)) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFP)) 　バキュームポンプリレー駆動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFP)) 　ファン高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFP)) 　フロントO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFP)) 　リアO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFP)) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFP)) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5) 　カムシャフトディフェーザーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5) 　バキュームポンプリレー駆動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5) 　ファン高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5) 　フロントO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5) 　リアO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FM)) 　Eng running : OIL PUMP ACTUATOR

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FM)) 　Eng stopped : ADDITIONAL FAN UNDER BONNET(VASC)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FM)) 　Eng stopped : ADDITIONAL HEATING RELAY

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FM)) 　Eng stopped : CANISTER PURGE ELECTROVALVE

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FM)) 　Eng stopped : COIL 1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FM)) 　Eng stopped : COIL 2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FM)) 　Eng stopped : COIL 3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FM)) 　Eng stopped : COIL 4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FM)) 　Eng stopped : COOLANT PUMP ACTUATOR

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FM)) 　Eng stopped : HIGH SPEED FAN ASSEMBLY OR CHOPPER

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FM)) 　Eng stopped : INJECTOR 1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FM)) 　Eng stopped : INJECTOR 2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FM)) 　Eng stopped : INJECTOR 3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FM)) 　Eng stopped : INJECTOR 4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FM)) 　Eng stopped : LOW SPEED FAN

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FM)) 　Eng stopped : MOTORISED BUTTERFLY

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FM)) 　Eng stopped : POWER RELAY

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FM)) 　Eng stopped : THERMOSTAT CONTROLLED

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FM)) 　Eng stopped : TURBINE DISCHARGE ELECTROVALVE

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FM)) 　Eng stopped : TURBO COOLING ELECTRIC WATER PUMP

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FM)) 　Eng stopped : TURBO PRESSURE REGULATION SOLENOID VALVE

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FN MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng running : OIL PUMP ACTUATOR

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FN MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : ADDITIONAL FAN UNDER BONNET(VASC)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FN MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : ADDITIONAL HEATING RELAY

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FN MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : CANISTER PURGE ELECTROVALVE

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FN MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : COIL 1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FN MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : COIL 2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FN MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : COIL 3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FN MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : COIL 4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FN MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : COOLANT PUMP ACTUATOR

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FN MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : HIGH SPEED FAN ASSEMBLY OR CHOPPER

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FN MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : INJECTOR 1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FN MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : INJECTOR 2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FN MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : INJECTOR 3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FN MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : INJECTOR 4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FN MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : LOW SPEED FAN

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FN MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : MOTORISED BUTTERFLY
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　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FN MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : POWER RELAY

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FN MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : THERMOSTAT CONTROLLED

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FN MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : TURBINE DISCHARGE ELECTROVALVE

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FN MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : TURBO COOLING ELECTRIC WATER PUMP

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FN MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : TURBO PRESSURE REGULATION SOLENOID VALVE

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FV MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng running : OIL PUMP ACTUATOR

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FV MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : ADDITIONAL FAN UNDER BONNET(VASC)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FV MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : ADDITIONAL HEATING RELAY

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FV MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : CANISTER PURGE ELECTROVALVE

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FV MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : COIL 1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FV MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : COIL 2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FV MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : COIL 3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FV MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : COIL 4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FV MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : COOLANT PUMP ACTUATOR

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FV MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : HIGH SPEED FAN ASSEMBLY OR CHOPPER

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FV MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : INJECTOR 1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FV MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : INJECTOR 2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FV MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : INJECTOR 3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FV MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : INJECTOR 4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FV MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : LOW SPEED FAN

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FV MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : MOTORISED BUTTERFLY

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FV MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : POWER RELAY

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FV MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : THERMOSTAT CONTROLLED

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FV MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : TURBINE DISCHARGE ELECTROVALVE

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FV MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : TURBO COOLING ELECTRIC WATER PUMP

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FV MED 17_4_2 ユーロ 5)) 　Eng stopped : TURBO PRESSURE REGULATION SOLENOID VALVE

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4) 　イグニッションコイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4) 　イグニッションコイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4) 　イグニッションコイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4) 　イグニッションコイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4) 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4) 　オイルベーパー再循環系統ヒーター2コントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4) 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4) 　カムシャフトディフェーザーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4) 　スロットルモーターユニット

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4) 　ターボ圧力レギュレーションソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4) 　ターボ冷却電動ウォーターポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4) 　ファンASSY高速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4) 　ファンASSY低速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4) 　フューエルサプライ系統解放

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4) 　フロントO2センサー空燃比テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4) 　低圧フューエルポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4) 　電源リレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4) 　補助ヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4) 　流量ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4) 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FN MED17_4_ユーロ4)) 　ウェストゲートEV(ターボ圧力制御ソレノイドバルブ)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FN MED17_4_ユーロ4)) 　エンジンフード補助ファン(VASC)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FN MED17_4_ユーロ4)) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FN MED17_4_ユーロ4)) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FN MED17_4_ユーロ4)) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FN MED17_4_ユーロ4)) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FN MED17_4_ユーロ4)) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FN MED17_4_ユーロ4)) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FN MED17_4_ユーロ4)) 　ターボ冷却電動冷却ポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FN MED17_4_ユーロ4)) 　ダンプバルブ(ターボ排出ソレノイドバルブ)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FN MED17_4_ユーロ4)) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FN MED17_4_ユーロ4)) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FN MED17_4_ユーロ4)) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FN MED17_4_ユーロ4)) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FN MED17_4_ユーロ4)) 　補助ヒーター再作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FN MED17_4_ユーロ4)) 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FT MED17_4_ユーロ4)) 　ウェストゲートEV(ターボ圧力制御ソレノイドバルブ)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FT MED17_4_ユーロ4)) 　エンジンフード補助ファン(VASC)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FT MED17_4_ユーロ4)) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FT MED17_4_ユーロ4)) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FT MED17_4_ユーロ4)) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FT MED17_4_ユーロ4)) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FT MED17_4_ユーロ4)) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FT MED17_4_ユーロ4)) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FT MED17_4_ユーロ4)) 　ターボ冷却電動冷却ポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FT MED17_4_ユーロ4)) 　ダンプバルブ(ターボ排出ソレノイドバルブ)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FT MED17_4_ユーロ4)) 　バタフライモーター
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　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FT MED17_4_ユーロ4)) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FT MED17_4_ユーロ4)) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FT MED17_4_ユーロ4)) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FT MED17_4_ユーロ4)) 　補助ヒーター再作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FT MED17_4_ユーロ4)) 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FX MED17_4_ユーロ4)) 　ウェストゲートEV(ターボ圧力制御ソレノイドバルブ)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FX MED17_4_ユーロ4)) 　エンジンフード補助ファン(VASC)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FX MED17_4_ユーロ4)) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FX MED17_4_ユーロ4)) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FX MED17_4_ユーロ4)) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FX MED17_4_ユーロ4)) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FX MED17_4_ユーロ4)) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FX MED17_4_ユーロ4)) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FX MED17_4_ユーロ4)) 　ターボ冷却電動冷却ポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FX MED17_4_ユーロ4)) 　ダンプバルブ(ターボ排出ソレノイドバルブ)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FX MED17_4_ユーロ4)) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FX MED17_4_ユーロ4)) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FX MED17_4_ユーロ4)) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FX MED17_4_ユーロ4)) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FX MED17_4_ユーロ4)) 　補助ヒーター再作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FX MED17_4_ユーロ4)) 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FY MED17_4_ユーロ4)) 　ウェストゲートEV(ターボ圧力制御ソレノイドバルブ)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FY MED17_4_ユーロ4)) 　エンジンフード補助ファン(VASC)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FY MED17_4_ユーロ4)) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FY MED17_4_ユーロ4)) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FY MED17_4_ユーロ4)) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FY MED17_4_ユーロ4)) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FY MED17_4_ユーロ4)) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FY MED17_4_ユーロ4)) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FY MED17_4_ユーロ4)) 　ターボ冷却電動冷却ポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FY MED17_4_ユーロ4)) 　ダンプバルブ(ターボ排出ソレノイドバルブ)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FY MED17_4_ユーロ4)) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FY MED17_4_ユーロ4)) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FY MED17_4_ユーロ4)) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FY MED17_4_ユーロ4)) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FY MED17_4_ユーロ4)) 　補助ヒーター再作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FY MED17_4_ユーロ4)) 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(8FP MED17_4_ユーロ4)) 　ウェストゲートEV(ターボ圧力制御ソレノイドバルブ)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(8FP MED17_4_ユーロ4)) 　エンジンフード補助ファン(VASC)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(8FP MED17_4_ユーロ4)) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(8FP MED17_4_ユーロ4)) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(8FP MED17_4_ユーロ4)) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(8FP MED17_4_ユーロ4)) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(8FP MED17_4_ユーロ4)) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(8FP MED17_4_ユーロ4)) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(8FP MED17_4_ユーロ4)) 　ターボ冷却電動冷却ポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(8FP MED17_4_ユーロ4)) 　ダンプバルブ(ターボ排出ソレノイドバルブ)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(8FP MED17_4_ユーロ4)) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(8FP MED17_4_ユーロ4)) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(8FP MED17_4_ユーロ4)) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(8FP MED17_4_ユーロ4)) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(8FP MED17_4_ユーロ4)) 　補助ヒーター再作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(8FP MED17_4_ユーロ4)) 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)) 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)) 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)) 　モーターリレー(バリアブルバルブリフト)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)) 　補助ヒーター再作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)) 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C)) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C)) 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C)) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C)) 　コイル1
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システム名 項目名

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C)) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C)) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C)) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C)) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C)) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C)) 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C)) 　モーターリレー(バリアブルバルブリフト)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C)) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C)) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C)) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C)) 　補助ヒーター再作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C)) 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM)) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM)) 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM)) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM)) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM)) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM)) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM)) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM)) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM)) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM)) 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM)) 　モーターリレー(バリアブルバルブリフト)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM)) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM)) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM)) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM)) 　補助ヒーター再作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM)) 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2) 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2) 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2) 　モーターリレー(バリアブルバルブリフト)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2) 　補助ヒーター再作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2) 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(5FW MEV17_4_ユーロ4)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(5FW MEV17_4_ユーロ4)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(5FW MEV17_4_ユーロ4)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(5FW MEV17_4_ユーロ4)) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(5FW MEV17_4_ユーロ4)) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(5FW MEV17_4_ユーロ4)) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(5FW MEV17_4_ユーロ4)) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(5FW MEV17_4_ユーロ4)) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(5FW MEV17_4_ユーロ4)) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(5FW MEV17_4_ユーロ4)) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(5FW MEV17_4_ユーロ4)) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(5FW MEV17_4_ユーロ4)) 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(5FW MEV17_4_ユーロ4)) 　モーターリレー(バリアブルバルブリフト)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(5FW MEV17_4_ユーロ4)) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(5FW MEV17_4_ユーロ4)) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(5FW MEV17_4_ユーロ4)) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(5FW MEV17_4_ユーロ4)) 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(8FS MEV17_4_ユーロ4)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(8FS MEV17_4_ユーロ4)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(8FS MEV17_4_ユーロ4)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(8FS MEV17_4_ユーロ4)) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(8FS MEV17_4_ユーロ4)) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(8FS MEV17_4_ユーロ4)) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(8FS MEV17_4_ユーロ4)) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(8FS MEV17_4_ユーロ4)) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(8FS MEV17_4_ユーロ4)) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(8FS MEV17_4_ユーロ4)) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(8FS MEV17_4_ユーロ4)) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(8FS MEV17_4_ユーロ4)) 　バリアブルバルブリフト手順



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(8FS MEV17_4_ユーロ4)) 　モーターリレー(バリアブルバルブリフト)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(8FS MEV17_4_ユーロ4)) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(8FS MEV17_4_ユーロ4)) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(8FS MEV17_4_ユーロ4)) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(8FS MEV17_4_ユーロ4)) 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(5FS MEV17_4_ユーロ5)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(5FS MEV17_4_ユーロ5)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(5FS MEV17_4_ユーロ5)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(5FS MEV17_4_ユーロ5)) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(5FS MEV17_4_ユーロ5)) 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(5FS MEV17_4_ユーロ5)) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(5FS MEV17_4_ユーロ5)) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(5FS MEV17_4_ユーロ5)) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(5FS MEV17_4_ユーロ5)) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(5FS MEV17_4_ユーロ5)) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(5FS MEV17_4_ユーロ5)) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(5FS MEV17_4_ユーロ5)) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(5FS MEV17_4_ユーロ5)) 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(5FS MEV17_4_ユーロ5)) 　モーターリレー(バリアブルバルブリフト)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(5FS MEV17_4_ユーロ5)) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(5FS MEV17_4_ユーロ5)) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(5FS MEV17_4_ユーロ5)) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(5FS MEV17_4_ユーロ5)) 　補助ヒーター再作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(5FS MEV17_4_ユーロ5)) 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MEV17_4_ユーロ5)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MEV17_4_ユーロ5)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MEV17_4_ユーロ5)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MEV17_4_ユーロ5)) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MEV17_4_ユーロ5)) 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MEV17_4_ユーロ5)) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MEV17_4_ユーロ5)) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MEV17_4_ユーロ5)) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MEV17_4_ユーロ5)) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MEV17_4_ユーロ5)) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MEV17_4_ユーロ5)) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MEV17_4_ユーロ5)) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MEV17_4_ユーロ5)) 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MEV17_4_ユーロ5)) 　モーターリレー(バリアブルバルブリフト)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MEV17_4_ユーロ5)) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MEV17_4_ユーロ5)) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MEV17_4_ユーロ5)) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MEV17_4_ユーロ5)) 　補助ヒーター再作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MEV17_4_ユーロ5)) 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FR MEV17_4_ユーロ5)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FR MEV17_4_ユーロ5)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FR MEV17_4_ユーロ5)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FR MEV17_4_ユーロ5)) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FR MEV17_4_ユーロ5)) 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FR MEV17_4_ユーロ5)) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FR MEV17_4_ユーロ5)) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FR MEV17_4_ユーロ5)) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FR MEV17_4_ユーロ5)) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FR MEV17_4_ユーロ5)) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FR MEV17_4_ユーロ5)) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FR MEV17_4_ユーロ5)) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FR MEV17_4_ユーロ5)) 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FR MEV17_4_ユーロ5)) 　モーターリレー(バリアブルバルブリフト)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FR MEV17_4_ユーロ5)) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FR MEV17_4_ユーロ5)) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FR MEV17_4_ユーロ5)) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FR MEV17_4_ユーロ5)) 　補助ヒーター再作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FR MEV17_4_ユーロ5)) 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD 17_4_2 ユーロ 5)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD 17_4_2 ユーロ 5)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD 17_4_2 ユーロ 5)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD 17_4_2 ユーロ 5)) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD 17_4_2 ユーロ 5)) 　エンジンフード下アディショナルファン(VASC)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD 17_4_2 ユーロ 5)) 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD 17_4_2 ユーロ 5)) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD 17_4_2 ユーロ 5)) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD 17_4_2 ユーロ 5)) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD 17_4_2 ユーロ 5)) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD 17_4_2 ユーロ 5)) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD 17_4_2 ユーロ 5)) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD 17_4_2 ユーロ 5)) 　ターボ圧力レギュレーションソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD 17_4_2 ユーロ 5)) 　ターボ冷却電動ウォーターポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD 17_4_2 ユーロ 5)) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD 17_4_2 ユーロ 5)) 　吸気可変カムシャフト駆動テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD 17_4_2 ユーロ 5)) 　高速ファンASSYまたはチョッパー
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　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD 17_4_2 ユーロ 5)) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD 17_4_2 ユーロ 5)) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD 17_4_2 ユーロ 5)) 　排気可変カムシャフト駆動テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD 17_4_2 ユーロ 5)) 　補助ヒーター再作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD 17_4_2 ユーロ 5)) 　流量ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD 17_4_2 ユーロ 5)) 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2)) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2)) 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2)) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2)) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2)) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2)) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2)) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2)) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2)) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2)) 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2)) 　モーターリレー(バリアブルバルブリフト)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2)) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2)) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2)) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2)) 　補助ヒーター再作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2)) 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4) 　イグニッションコイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4) 　イグニッションコイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4) 　イグニッションコイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4) 　イグニッションコイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4) 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4) 　スロットルモーターユニット

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4) 　ターボ圧力レギュレーションソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4) 　ターボ冷却電動ウォーターポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4) 　ファンASSY高速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4) 　ファンASSY低速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4) 　フューエルサプライ系統解放

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4) 　フロントO2センサー空燃比テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4) 　可変バルブリフトシステム点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4) 　吸気可変カムシャフト駆動テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4) 　低圧フューエルポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4) 　排気可変カムシャフト駆動テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4) 　流量ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4) 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6KP(RFJ MM6KP)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6KP(RFJ MM6KP)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6KP(RFJ MM6KP)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6KP(RFJ MM6KP)) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6KP(RFJ MM6KP)) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6KP(RFJ MM6KP)) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6KP(RFJ MM6KP)) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6KP(RFJ MM6KP)) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6KP(RFJ MM6KP)) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6KP(RFJ MM6KP)) 　コールドスタートポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6KP(RFJ MM6KP)) 　ソレノイドバルブコールドスタート

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6KP(RFJ MM6KP)) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6KP(RFJ MM6KP)) 　ファン高速/チョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6KP(RFJ MM6KP)) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6KP(RFJ MM6KP)) 　フロントO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6KP(RFJ MM6KP)) 　リアO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6KP(RFJ MM6KP)) 　可変タイミングソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6KP(RFJ MM6KP)) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LP(3FZ MM6LP)) 　VVTソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LP(3FZ MM6LP)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LP(3FZ MM6LP)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LP(3FZ MM6LP)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LP(3FZ MM6LP)) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LP(3FZ MM6LP)) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LP(3FZ MM6LP)) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LP(3FZ MM6LP)) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LP(3FZ MM6LP)) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LP(3FZ MM6LP)) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LP(3FZ MM6LP)) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LP(3FZ MM6LP)) 　ファンASSY低速
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　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LP(3FZ MM6LP)) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LP(3FZ MM6LP)) 　フロントセンサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LP(3FZ MM6LP)) 　リアセンサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LP(3FZ MM6LP)) 　高速ファンASSY(チョッパー)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LPB(3FY MM6LPB)) 　VVTソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LPB(3FY MM6LPB)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LPB(3FY MM6LPB)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LPB(3FY MM6LPB)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LPB(3FY MM6LPB)) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LPB(3FY MM6LPB)) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LPB(3FY MM6LPB)) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LPB(3FY MM6LPB)) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LPB(3FY MM6LPB)) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LPB(3FY MM6LPB)) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LPB(3FY MM6LPB)) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LPB(3FY MM6LPB)) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LPB(3FY MM6LPB)) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LPB(3FY MM6LPB)) 　フロントセンサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LPB(3FY MM6LPB)) 　リアセンサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LPB(3FY MM6LPB)) 　高速ファンASSY(チョッパー)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) 　エアポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4) 　エアコン制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4) 　エアポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4) 　エンジン冷却水温警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4) 　診断警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.5) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.5) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.5) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.5) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.5) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.5) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.5) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.5) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.5) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.5) 　ファン高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.5) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.5) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME749 BIO FLEX) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME749 BIO FLEX) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME749 BIO FLEX) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME749 BIO FLEX) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME749 BIO FLEX) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME749 BIO FLEX) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME749 BIO FLEX) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME749 BIO FLEX) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME749 BIO FLEX) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME749 BIO FLEX) 　高速ファンASSY(チョッパー)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME749 BIO FLEX) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.4) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.4) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.4) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.4) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.4) 　エアコン制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.4) 　エンジン冷却水温警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.4) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.4) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.4) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.4) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.4) 　フューエルポンプリレー



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.4) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.4) 　診断警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.5) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.5) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.5) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.5) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.5) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.5) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.5) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.5) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.5) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.5) 　ファン高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.5) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.5) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME749 BIO FLEX) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME749 BIO FLEX) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME749 BIO FLEX) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME749 BIO FLEX) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME749 BIO FLEX) 　カムシャフトディフェーザーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME749 BIO FLEX) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME749 BIO FLEX) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME749 BIO FLEX) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME749 BIO FLEX) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME749 BIO FLEX) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME749 BIO FLEX) 　バキュームポンプリレー駆動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME749 BIO FLEX) 　ファン高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME749 BIO FLEX) 　フロントO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME749 BIO FLEX) 　リアO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME749 BIO FLEX) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME749 BIO FLEX) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21) 　バキュームポンプリレー駆動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21) 　ファン高速/チョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21) 　フロントO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21) 　リアO2センサーヒーター

　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(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21) 　排気可変カムシャフト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) 　エアポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4) 　エアコン制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4) 　エアポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4) 　エンジン冷却水温警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4) 　診断警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.5) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.5) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.5) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.5) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.5) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.5) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.5) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.5) 　バタフライモーター
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システム名 項目名

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.5) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.5) 　ファン高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.5) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.5) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35) 　1噴射

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35) 　2噴射

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35) 　3噴射

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35) 　4噴射

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35) 　EOBD故障警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35) 　エアコンカットオフリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35) 　ガスインジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35) 　ガスインジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35) 　ガスインジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35) 　ガスインジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35) 　ガスインジェクターレールソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35) 　ガスインジェクター電源供給リレー(ピークホールドリレー)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35) 　ガスゲージ表示

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35) 　ガスタンクソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35) 　ガス異常警告灯およびボタンLED

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35) 　フロントO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35) 　リアO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35) 　減圧電磁弁

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35) 　冷却水温警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A BOSCH ME749) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A BOSCH ME749) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A BOSCH ME749) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A BOSCH ME749) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A BOSCH ME749) 　カムシャフトディフェーザーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A BOSCH ME749) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A BOSCH ME749) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A BOSCH ME749) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A BOSCH ME749) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A BOSCH ME749) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A BOSCH ME749) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A BOSCH ME749) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A BOSCH ME749) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A BOSCH ME749) 　バキュームポンプリレー駆動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A BOSCH ME749) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A BOSCH ME749) 　ファン高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A BOSCH ME749) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A BOSCH ME749) 　フロントO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A BOSCH ME749) 　リアO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A BOSCH ME749) 　高速ファンASSY(チョッパー)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A BOSCH ME749) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A BOSCH ME749) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A or N6B ME749 BIO FLEX) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A or N6B ME749 BIO FLEX) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A or N6B ME749 BIO FLEX) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A or N6B ME749 BIO FLEX) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A or N6B ME749 BIO FLEX) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A or N6B ME749 BIO FLEX) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A or N6B ME749 BIO FLEX) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A or N6B ME749 BIO FLEX) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A or N6B ME749 BIO FLEX) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A or N6B ME749 BIO FLEX) 　高速ファンASSY(チョッパー)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A or N6B ME749 BIO FLEX) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM 4.8P) 　1/4イグニッションコイル制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM 4.8P) 　2/3イグニッションコイル制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM 4.8P) 　アイドルレギュレーションステッピングモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM 4.8P) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM 4.8P) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM 4.8P) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM 4.8P) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM 4.8P) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM 4.8P) 　ファンGMV1(高速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM 4.8P) 　ファンGMV2(低速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM 4.8P) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM 4.8P) 　フロントO2センサーヒーター制御機能

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM 4.8P) 　リアO2センサーヒーター制御機能

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM 4.8P) 　排気ガス再循環ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM4.8P) 　1/4イグニッションコイル制御
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システム名 項目名

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM4.8P) 　2/3イグニッションコイル制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM4.8P) 　アイドルレギュレーションステッピングモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM4.8P) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM4.8P) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM4.8P) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM4.8P) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM4.8P) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM4.8P) 　ファンGMV1(高速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM4.8P) 　ファンGMV2(低速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM4.8P) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM4.8P) 　フロントO2センサーヒーター制御機能

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM4.8P) 　リアO2センサーヒーター制御機能

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM4.8P) 　排気ガス再循環ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6KP) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6KP) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6KP) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6KP) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6KP) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6KP) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6KP) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6KP) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6KP) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6KP) 　コールドスタートポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6KP) 　ソレノイドバルブコールドスタート

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6KP) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6KP) 　ファン高速/チョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6KP) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6KP) 　フロントO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6KP) 　リアO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6KP) 　可変タイミングソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6KP) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6LPB) 　VVTソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6LPB) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6LPB) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6LPB) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6LPB) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6LPB) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6LPB) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6LPB) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6LPB) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6LPB) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6LPB) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6LPB) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6LPB) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6LPB) 　フロントセンサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6LPB) 　リアセンサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6LPB) 　高速ファンASSY(チョッパー)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFK MM6LP) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFK MM6LP) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFK MM6LP) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFK MM6LP) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFK MM6LP) 　エアポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFK MM6LP) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFK MM6LP) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFK MM6LP) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFK MM6LP) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFK MM6LP) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFK MM6LP) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFK MM6LP) 　フロントセンサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFK MM6LP) 　リアセンサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFK MM6LP) 　高速ファンASSY(チョッパー)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM 4.8P) 　1/4イグニッションコイル制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM 4.8P) 　2/3イグニッションコイル制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM 4.8P) 　アイドルレギュレーションステッピングモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM 4.8P) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM 4.8P) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM 4.8P) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM 4.8P) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM 4.8P) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM 4.8P) 　ファンGMV1(高速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM 4.8P) 　ファンGMV2(低速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM 4.8P) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM 4.8P) 　フロントO2センサーヒーター制御機能

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM 4.8P) 　リアO2センサーヒーター制御機能

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM 4.8P) 　排気ガス再循環ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4.8P) 　1/4イグニッションコイル制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4.8P) 　2/3イグニッションコイル制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4.8P) 　アイドルレギュレーションステッピングモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4.8P) 　インジェクター1
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　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4.8P) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4.8P) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4.8P) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4.8P) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4.8P) 　ファンGMV1(高速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4.8P) 　ファンGMV2(低速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4.8P) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4.8P) 　フロントO2センサーヒーター制御機能

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4.8P) 　リアO2センサーヒーター制御機能

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4.8P) 　排気ガス再循環ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM48P(機械式スロットル)) 　1/4イグニッションコイル制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM48P(機械式スロットル)) 　2/3イグニッションコイル制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM48P(機械式スロットル)) 　EGRソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM48P(機械式スロットル)) 　アイドルレギュレーションステッピングモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM48P(機械式スロットル)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM48P(機械式スロットル)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM48P(機械式スロットル)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM48P(機械式スロットル)) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM48P(機械式スロットル)) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM48P(機械式スロットル)) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM48P(機械式スロットル)) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM48P(機械式スロットル)) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM48P(機械式スロットル)) 　ファンGMV1(高速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM48P(機械式スロットル)) 　ファンGMV2(低速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM48P(機械式スロットル)) 　ファン高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM48P(機械式スロットル)) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM48P(機械式スロットル)) 　フロントO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM48P(機械式スロットル)) 　フロントO2センサーヒーター制御機能

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM48P(機械式スロットル)) 　リアO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM48P(機械式スロットル)) 　リアO2センサーヒーター制御機能

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM48P(機械式スロットル)) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM48P(機械式スロットル)) 　排気ガス再循環ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4MP2(電動制御スロットル)) 　1/4イグニッションコイル制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4MP2(電動制御スロットル)) 　2/3イグニッションコイル制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4MP2(電動制御スロットル)) 　アイドルレギュレーションステッピングモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4MP2(電動制御スロットル)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4MP2(電動制御スロットル)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4MP2(電動制御スロットル)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4MP2(電動制御スロットル)) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4MP2(電動制御スロットル)) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4MP2(電動制御スロットル)) 　ファンGMV1(高速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4MP2(電動制御スロットル)) 　ファンGMV2(低速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4MP2(電動制御スロットル)) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4MP2(電動制御スロットル)) 　フロントO2センサーヒーター制御機能

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4MP2(電動制御スロットル)) 　リアO2センサーヒーター制御機能

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4MP2(電動制御スロットル)) 　排気ガス再循環ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM6LP) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM6LP) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM6LP) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM6LP) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM6LP) 　エアポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM6LP) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM6LP) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM6LP) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM6LP) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM6LP) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM6LP) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM6LP) 　フロントセンサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM6LP) 　リアセンサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM6LP) 　高速ファンASSY(チョッパー)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4) 　インジェクター戻り流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4) 　ターボソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4) 　プレヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4) 　ミキサーバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4) 　燃料添加剤追加ポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4) 　補助ヒーターリレー1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4) 　漏れ検出

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4) 　インジェクター3
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　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4) 　インジェクター戻り流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4) 　ターボソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4) 　プレヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4) 　ミキサーバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4) 　燃料添加剤追加ポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4) 　補助ヒーターリレー1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4) 　漏れ検出

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803) 　EGRバタフライソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803) 　クーリング系統ガス抜きソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803) 　クーリング系統バイパスバルブソレノイドバルブ系統

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803) 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803) 　バイパスバタフライソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803) 　電動EGRバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803) 　燃料圧力レギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803) 　補助ヒーター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4) 　インジェクター戻り流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4) 　ターボソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4) 　プレヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4) 　ミキサーバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4) 　燃料添加剤追加ポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4) 　補助ヒーターリレー1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4) 　漏れ検出

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803) 　EGRバタフライソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803) 　クーリング系統ガス抜きソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803) 　クーリング系統バイパスバルブソレノイドバルブ系統

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803) 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803) 　バイパスバタフライソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803) 　電動EGRバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803) 　燃料圧力レギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803) 　補助ヒーター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803) 　EGRスロットルソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803) 　EGRバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803) 　インテークヒータースロットルソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803) 　ターボチャージャー圧力ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803) 　ファンユニット高速/ファンユニット可変速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803) 　ファンユニット低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803) 　添加剤ポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803) 　燃料圧力レギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803) 　補助ヒーター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803) 　冷却系統ガス抜きソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803) 　冷却系統バイパスソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A) 　EGRスロットルソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A) 　EGRバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A) 　インテークヒータースロットルソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A) 　ターボチャージャー圧力ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A) 　ファンユニット高速/ファンユニット可変速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A) 　ファンユニット低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A) 　添加剤ポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A) 　電源リレー
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　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A) 　燃料圧力レギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A) 　補助ヒーター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A) 　冷却系統ガス抜きソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A) 　冷却系統バイパスソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHS BOSCH EDC15C2) 　EGRソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHS BOSCH EDC15C2) 　EGRバタフライソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHS BOSCH EDC15C2) 　コンソメーター信号

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHS BOSCH EDC15C2) 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHS BOSCH EDC15C2) 　ディーゼル圧力レギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHS BOSCH EDC15C2) 　ピストン3高圧ポンプ動作停止

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHS BOSCH EDC15C2) 　ファンASSY高速リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHS BOSCH EDC15C2) 　ファン低速リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHS BOSCH EDC15C2) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHS BOSCH EDC15C2) 　プレヒーティング警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHS BOSCH EDC15C2) 　診断警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHS BOSCH EDC15C2) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHS BOSCH EDC15C2) 　冷却水温警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY BOSCH EDC15C2) 　EGRソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY BOSCH EDC15C2) 　EGRバタフライソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY BOSCH EDC15C2) 　コンソメーター信号

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY BOSCH EDC15C2) 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY BOSCH EDC15C2) 　ディーゼル圧力レギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY BOSCH EDC15C2) 　ピストン3高圧ポンプ動作停止

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY BOSCH EDC15C2) 　ファンASSY高速リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY BOSCH EDC15C2) 　ファン低速リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY BOSCH EDC15C2) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY BOSCH EDC15C2) 　プレヒーティング警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY BOSCH EDC15C2) 　診断警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY BOSCH EDC15C2) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY BOSCH EDC15C2) 　冷却水温警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY SIEMENS SID 801) 　EGRソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY SIEMENS SID 801) 　EGRバタフライソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY SIEMENS SID 801) 　ディーゼル圧力レギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY SIEMENS SID 801) 　ファンASSY高速リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY SIEMENS SID 801) 　ファン低速リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY SIEMENS SID 801) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY SIEMENS SID 801) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY SIEMENS SID 801) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY SIEMENS SID801) 　EGRソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY SIEMENS SID801) 　EGRバタフライソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY SIEMENS SID801) 　ディーゼル圧力レギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY SIEMENS SID801) 　ファンASSY高速リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY SIEMENS SID801) 　ファン低速リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY SIEMENS SID801) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY SIEMENS SID801) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY SIEMENS SID801) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHZ BOSCH EDC15C2) 　EGRソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHZ BOSCH EDC15C2) 　EGRバタフライソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHZ BOSCH EDC15C2) 　コンソメーター信号

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHZ BOSCH EDC15C2) 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHZ BOSCH EDC15C2) 　ディーゼル圧力レギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHZ BOSCH EDC15C2) 　ピストン3高圧ポンプ動作停止

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHZ BOSCH EDC15C2) 　ファンASSY高速リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHZ BOSCH EDC15C2) 　ファン低速リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHZ BOSCH EDC15C2) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHZ BOSCH EDC15C2) 　プレヒーティング警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHZ BOSCH EDC15C2) 　診断警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHZ BOSCH EDC15C2) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHZ BOSCH EDC15C2) 　冷却水温警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ)) 　EGR電制スロットル

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ)) 　ガスインレットスワールコントロールソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ)) 　ターボ圧力ソレノイドバルブ1&2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ)) 　ファンユニット

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ)) 　プレ/ポストヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ)) 　メインリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ)) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ)) 　電制EGRバルブ1&2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ)) 　燃圧コントロールソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ)) 　燃料流量コントロールソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ)) 　補助ヒーター1&2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208) 　O2センサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208) 　VGターボチャージャーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208) 　インジェクター1登録

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208) 　インジェクター2登録

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208) 　インジェクター3登録

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208) 　インジェクター4登録

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208) 　エアコンコンプレッサー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208) 　エアミキサーテスト
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　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208) 　エキゾーストドージングポンププラグディーゼル噴射テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208) 　エンストテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208) 　スタータリレーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208) 　ターボ圧力センサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208) 　ファン高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208) 　ブースターポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208) 　プレ/ポストヒーターユニットテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807) 　EGRエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807) 　O2センサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807) 　VGターボテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807) 　エア系統ASSY機能(WALT)点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807) 　高速ファンまたは可変速度ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807) 　添加剤ポンプ電子ヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807) 　補助ヒーター(電子ヒーター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201) 　EGR電制スロットル

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201) 　ガスインレットスワールコントロールソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201) 　ターボ圧力ソレノイドバルブ1&2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201) 　ファンユニット

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201) 　プレ/ポストヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201) 　メインリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201) 　電制EGRバルブ1&2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201) 　燃圧コントロールソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201) 　燃料流量コントロールソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201) 　補助ヒーター1&2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE)) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE)) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE)) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE)) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE)) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE)) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE)) 　ファン高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE)) 　フロントO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE)) 　リアO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE)) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE)) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL)) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL)) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL)) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL)) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL)) 　コールドスタートポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL)) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL)) 　ソレノイドバルブコールドスタート

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL)) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL)) 　ファン高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL)) 　フロントO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL)) 　リアO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL)) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL)) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(ESSENCE)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(ESSENCE)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(ESSENCE)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(ESSENCE)) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(ESSENCE)) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(ESSENCE)) 　コイル1/4



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(ESSENCE)) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(ESSENCE)) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(ESSENCE)) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(ESSENCE)) 　ファン高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(ESSENCE)) 　フロントO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(ESSENCE)) 　リアO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(ESSENCE)) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(ESSENCE)) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(FLEX FUEL)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(FLEX FUEL)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(FLEX FUEL)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(FLEX FUEL)) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(FLEX FUEL)) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(FLEX FUEL)) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(FLEX FUEL)) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(FLEX FUEL)) 　コールドスタートポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(FLEX FUEL)) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(FLEX FUEL)) 　ソレノイドバルブコールドスタート

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(FLEX FUEL)) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(FLEX FUEL)) 　ファン高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(FLEX FUEL)) 　フロントO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(FLEX FUEL)) 　リアO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(FLEX FUEL)) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(FLEX FUEL)) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY)) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY)) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY)) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY)) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY)) 　バキュームポンプリレー駆動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY)) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY)) 　ファン高速/チョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY)) 　フロントO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY)) 　リアO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY)) 　吸気可変カムシャフト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY)) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY)) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY)) 　排気可変カムシャフト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ)) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ)) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ)) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ)) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ)) 　バキュームポンプリレー駆動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ)) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ)) 　ファン高速/チョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ)) 　フロントO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ)) 　リアO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ)) 　吸気可変カムシャフト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ)) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ)) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ)) 　排気可変カムシャフト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46) 　バキュームポンプリレー駆動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46) 　ファン高速/チョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46) 　フロントO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46) 　リアO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46) 　吸気可変カムシャフト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46) 　排気可変カムシャフト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_21) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_21) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_21) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_21) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_21) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_21) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_21) 　コイル3
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　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_21) 　バキュームポンプリレー駆動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_21) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_21) 　ファン高速/チョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_21) 　フロントO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_21) 　リアO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_21) 　吸気可変カムシャフト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_21) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_21) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_21) 　排気可変カムシャフト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_32(NFP)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_32(NFP)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_32(NFP)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_32(NFP)) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_32(NFP)) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_32(NFP)) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_32(NFP)) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_32(NFP)) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_32(NFP)) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_32(NFP)) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_32(NFP)) 　ファン高速/チョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_32(NFP)) 　フロントO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_32(NFP)) 　リアO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_32(NFP)) 　吸気可変カムシャフト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_32(NFP)) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_32(NFP)) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_32(NFP)) 　排気可変カムシャフト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_52(NFP)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_52(NFP)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_52(NFP)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_52(NFP)) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_52(NFP)) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_52(NFP)) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_52(NFP)) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_52(NFP)) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_52(NFP)) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_52(NFP)) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_52(NFP)) 　ファン高速/チョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_52(NFP)) 　フロントO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_52(NFP)) 　リアO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_52(NFP)) 　吸気可変カムシャフト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_52(NFP)) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_52(NFP)) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_52(NFP)) 　排気可変カムシャフト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY)) 　イグニッションコイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY)) 　イグニッションコイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY)) 　イグニッションコイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY)) 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY)) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY)) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY)) 　スロットルモーターユニット

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY)) 　ターボ圧力レギュレーションソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY)) 　ターボ冷却電動ウォーターポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY)) 　ファンASSY高速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY)) 　ファンASSY低速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY)) 　フューエルサプライ系統解放

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY)) 　フロントO2センサー空燃比テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY)) 　吸気可変カムシャフト駆動テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY)) 　低圧フューエルポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY)) 　電源リレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY)) 　排気可変カムシャフト駆動テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY)) 　補助ヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY)) 　流量ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ)) 　イグニッションコイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ)) 　イグニッションコイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ)) 　イグニッションコイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ)) 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ)) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ)) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ)) 　スロットルモーターユニット

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ)) 　ターボ圧力レギュレーションソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ)) 　ターボ冷却電動ウォーターポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ)) 　ファンASSY高速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ)) 　ファンASSY低速制御テスト
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　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ)) 　フューエルサプライ系統解放

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ)) 　フロントO2センサー空燃比テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ)) 　吸気可変カムシャフト駆動テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ)) 　低圧フューエルポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ)) 　電源リレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ)) 　排気可変カムシャフト駆動テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ)) 　補助ヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ)) 　流量ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス)) 　イグニッションコイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス)) 　イグニッションコイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス)) 　イグニッションコイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス)) 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス)) 　オイルベーパー再循環系統ヒーター2コントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス)) 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス)) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス)) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス)) 　スロットルモーターユニット

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス)) 　ターボ圧力レギュレーションソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス)) 　ターボ冷却電動ウォーターポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス)) 　ファンASSY高速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス)) 　ファンASSY低速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス)) 　フューエルサプライ系統解放

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス)) 　フロントO2センサー空燃比テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス)) 　吸気可変カムシャフト駆動テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス)) 　低圧フューエルポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス)) 　電源リレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス)) 　燃料高圧ポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス)) 　排気可変カムシャフト駆動テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス)) 　補助ヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス)) 　流量ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス)) 　イグニッションコイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス)) 　イグニッションコイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス)) 　イグニッションコイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス)) 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス)) 　オイルベーパー再循環系統ヒーター2コントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス)) 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス)) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス)) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス)) 　スロットルモーターユニット

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス)) 　ターボ圧力レギュレーションソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス)) 　ターボ冷却電動ウォーターポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス)) 　ファンASSY高速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス)) 　ファンASSY低速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス)) 　フューエルサプライ系統解放

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス)) 　フロントO2センサー空燃比テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス)) 　吸気可変カムシャフト駆動テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス)) 　低圧フューエルポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス)) 　電源リレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス)) 　燃料高圧ポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス)) 　排気可変カムシャフト駆動テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス)) 　補助ヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス)) 　流量ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(WJY LUCAS DCN2) 　EGRソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(WJY LUCAS DCN2) 　エアコンリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(WJY LUCAS DCN2) 　バタフライソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(WJY LUCAS DCN2) 　ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(WJY LUCAS DCN2) 　プレヒーティングユニット

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(WJY LUCAS DCN2) 　診断警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(WJY LUCAS DCN2) 　進角ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFV ME747) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFV ME747) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFV ME747) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFV ME747) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFV ME747) 　インジェクター5

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFV ME747) 　インジェクター6

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFV ME747) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFV ME747) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFV ME747) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFV ME747) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFV ME747) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFV ME747) 　コイル5

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFV ME747) 　コイル6

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFV ME747) 　デュアルモードソレノイドバルブ排気
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システム名 項目名

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFV ME747) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFV ME747) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFV ME747) 　フロントO2センサーヒーター(フロントおよびリアシリンダー列)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFV ME747) 　リアO2センサーヒーター(フロントおよびリアシリンダー列)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFV ME747) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME 7.4.6) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME 7.4.6) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME 7.4.6) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME 7.4.6) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME 7.4.6) 　インジェクター5

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME 7.4.6) 　インジェクター6

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME 7.4.6) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME 7.4.6) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME 7.4.6) 　コイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME 7.4.6) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME 7.4.6) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME 7.4.6) 　コイル5

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME 7.4.6) 　コイル6

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME 7.4.6) 　ダブルリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME 7.4.6) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME 7.4.6) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME 7.4.6) 　フロントO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME 7.4.6) 　リアO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME 7.4.6) 　電磁式可変バルブタイミング(後列シリンダー)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME 7.4.6) 　電磁式可変バルブタイミング(前列シリンダー)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME7.4.6) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME7.4.6) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME7.4.6) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME7.4.6) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME7.4.6) 　エアポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME7.4.6) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME7.4.6) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME7.4.6) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME7.4.6) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME7.4.6) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME7.4.6) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　1/4イグニッションコイル制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　1噴射

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　2/3イグニッションコイル制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　2噴射

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　3噴射

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　4噴射

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ACCカットリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　AI駆動(ASV開/AP - ON)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　AI駆動(ASV閉/AP - ON)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　AI駆動2(ASV開/AP - ON)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　CVTギアシフトポジション

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　CVT加速ソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　CVT減速ソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(シリンダー内噴射)(噴射停止)(シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(シリンダー内噴射)(噴射停止)(シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(シリンダー内噴射)(噴射停止)(シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(シリンダー内噴射)(噴射停止)(シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(シリンダー内噴射)(噴射停止)(シリンダー5)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(シリンダー内噴射)(噴射停止)(シリンダー6)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(シリンダー内噴射)(噴射停止)(シリンダー7)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(シリンダー内噴射)(噴射停止)(シリンダー8)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(シリンダー内噴射)(噴射点火停止)(シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(シリンダー内噴射)(噴射点火停止)(シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(シリンダー内噴射)(噴射点火停止)(シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(シリンダー内噴射)(噴射点火停止)(シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(シリンダー内噴射)(噴射点火停止)(シリンダー5)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(シリンダー内噴射)(噴射点火停止)(シリンダー6)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(シリンダー内噴射)(噴射点火停止)(シリンダー7)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(シリンダー内噴射)(噴射点火停止)(シリンダー8)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(ポート噴射)(噴射停止)(シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(ポート噴射)(噴射停止)(シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(ポート噴射)(噴射停止)(シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(ポート噴射)(噴射停止)(シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(ポート噴射)(噴射停止)(シリンダー5)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(ポート噴射)(噴射停止)(シリンダー6)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(ポート噴射)(噴射停止)(シリンダー7)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(ポート噴射)(噴射停止)(シリンダー8)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(ポート噴射)(噴射点火停止)(シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(ポート噴射)(噴射点火停止)(シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(ポート噴射)(噴射点火停止)(シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(ポート噴射)(噴射点火停止)(シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(ポート噴射)(噴射点火停止)(シリンダー5)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(ポート噴射)(噴射点火停止)(シリンダー6)
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　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(ポート噴射)(噴射点火停止)(シリンダー7)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(ポート噴射)(噴射点火停止)(シリンダー8)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(制御依存)(噴射停止)(シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(制御依存)(噴射停止)(シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(制御依存)(噴射停止)(シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(制御依存)(噴射停止)(シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(制御依存)(噴射停止)(シリンダー5)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(制御依存)(噴射停止)(シリンダー6)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(制御依存)(噴射停止)(シリンダー7)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(制御依存)(噴射停止)(シリンダー8)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(制御依存)(噴射点火停止)(シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(制御依存)(噴射点火停止)(シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(制御依存)(噴射点火停止)(シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(制御依存)(噴射点火停止)(シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(制御依存)(噴射点火停止)(シリンダー5)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(制御依存)(噴射点火停止)(シリンダー6)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(制御依存)(噴射点火停止)(シリンダー7)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(パワーバランス)(制御依存)(噴射点火停止)(シリンダー8)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(燃料噴射量変更)(シリンダー内インジェクション)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(燃料噴射量変更)(ポート噴射)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　D-4S(燃料噴射量変更)(制御依存)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　DENOXシステムエア漏れ点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　DENOXシステムリレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　DENOXシステム加圧点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　DENOXシステム効率点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　DENOXシステム流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　Dump valve Turbo discharge electrovalve

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ECTギアシフトポジション

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　EGR VSV

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　EGRエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　EGRカットVSV

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　EGRクーラーバイパスVSV(クーラー側)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　EGRクーラーバイパスVSV(バイバス側)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　EGRクーリング系統バイパス作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　EGRステップポジション2制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　EGRステップ位置制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　EGRステップ量

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　EGRスロットルソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　EGRソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　EGRバタフライソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　EGRバタフライソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　EGRバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　EGRバルブ1テスト(パッセンジャーコンパートメント側)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　EGRバルブ2テスト(バンパー付近)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　EGRバルブテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　EGRバルブ閉

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　EGR系統機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　EGR電制スロットル

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　EGR透過性試験

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　Eng running : OIL PUMP ACTUATOR

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　Eng stopped : ADDITIONAL FAN UNDER BONNET(VASC)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　Eng stopped : ADDITIONAL HEATING RELAY

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　Eng stopped : CANISTER PURGE ELECTROVALVE

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　Eng stopped : COIL 1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　Eng stopped : COIL 2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　Eng stopped : COIL 3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　Eng stopped : COIL 4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　Eng stopped : COOLANT PUMP ACTUATOR

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　Eng stopped : HIGH SPEED FAN ASSEMBLY OR CHOPPER

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　Eng stopped : INJECTOR 1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　Eng stopped : INJECTOR 2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　Eng stopped : INJECTOR 3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　Eng stopped : INJECTOR 4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　Eng stopped : LOW SPEED FAN

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　Eng stopped : MOTORISED BUTTERFLY

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　Eng stopped : POWER RELAY

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　Eng stopped : THERMOSTAT CONTROLLED

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　Eng stopped : TURBINE DISCHARGE ELECTROVALVE

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　Eng stopped : TURBO COOLING ELECTRIC WATER PUMP

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　Eng stopped : TURBO PRESSURE REGULATION SOLENOID VALVE

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　FPリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　FPリレー2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　NOxセンサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　O2センサーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　O2センサーヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　PM強制再生制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　PWバランス噴射停止(シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　PWバランス噴射停止(シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　PWバランス噴射停止(シリンダー3)
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システム名 項目名

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　PWバランス噴射停止(シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　PWバランス噴射停止(シリンダー5)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　PWバランス噴射停止(シリンダー6)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　PWバランス噴射停止(シリンダー7)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　PWバランス噴射停止(シリンダー8)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　RTEバルブエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　SCVモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　SLS

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　SLS駆動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　S被毒再生制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　TCターミナルON

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　VGターボテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　VNターボ開度(バンク1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　VNターボ全開

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　VTCソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　VVTソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　VVTリニア駆動(バンク1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　VVTリニア駆動(バンク2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　VVT制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　VVT制御B2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　Waste gate Turbo pressure regulating electrovalve

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　アイドルレギュレーションステッピングモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　アクティブロードテスト:アクティブサスペンション

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　イグニッションコイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　イグニッションコイル2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　イグニッションコイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　イグニッションコイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　インジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　インジェクター1、4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　インジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　インジェクター2、3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　インジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　インジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　インジェクター5

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　インジェクター6

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　インジェクター戻り流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　インテークヒータースロットルソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ウェストゲートソレノイドバルブ(ターボ1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　エアコンマグネットクラッチ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　エアコンリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　エアポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　エアミキサーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　エアミキサー作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　エア系統ASSY機能(WALT)点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　エア系統ASSY機能点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　エア系統制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　エキゾーストヒートリカバリーバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　エマージェンシーカットバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　エンジンフード下アディショナルファン(VASC)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　エンジンブレーキコントロールソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　エンジン圧縮テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　エンジン圧縮テスト(delphi)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　エンジン設定点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　エンジン電源供給リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ガスインジェクター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ガスインジェクター2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ガスインジェクター3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ガスインジェクター4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ガスインジェクターレールソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ガスインジェクター電源供給リレー(ピークホールドリレー)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ガスインレットスワールコントロールソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ガスタンクソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　カムシャフトディフェーザーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　キャニスターパージバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　キャニスターバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　クーリングファン1&2テスト(高速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　クーリングファン2テスト(低速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　クーリング系統ガス抜きソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　クーリング系統バイパスバルブソレノイドバルブ系統

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　コイル1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　コイル1/4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　コイル2
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　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　コイル2/3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　コイル3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　コイル4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　コイル5

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　コイル6

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　コールドスタートポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　コンソメーター信号

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　コンプレッサーソレノイドバルブ2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　サーモスタット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　シフトギアソレノイド1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　シフトギアソレノイド2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　シフトギアソレノイド3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　シフトギアソレノイド4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　シフトギアリニアソレノイド3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　シフトギアリニアソレノイド4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　シフトギアリニアソレノイド5

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　スターターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ステッピングモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　スリップコントロールソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　スロットルモーターユニット

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　セカンダリーエアシステム

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ソレノイドバルブコールドスタート

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ターボ1テスト(パッセンジャーコンパートメント側)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ターボ2テスト(バンパー付近)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ターボソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ターボソレノイドバルブ1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ターボソレノイドバルブ2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ターボチャージャーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ターボチャージャー圧力ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ターボチャージャー可変抵抗作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ターボ圧力ソレノイドバルブ1&2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ターボ圧力レギュレーションソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ターボ冷却電動ウォーターポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　タイミングソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　タコメーター信号

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ダブルリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ディーゼルインジェクター1制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ディーゼルインジェクター2制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ディーゼルインジェクター3制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ディーゼルインジェクター4制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(エンジン駆動)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ディーゼルインジェクターリターンテスト(スターター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ディーゼルスロットル駆動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ディーゼル圧力レギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ディーゼル高圧ポンプ充填アクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ディーゼル添加剤ポンプ(動作音点検)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ディーゼル燃料高圧系統漏れ検出テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　デュアルモードソレノイドバルブ排気

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　トランスミッションリニアソレノイド1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　トランスミッションリニアソレノイド2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　パージVSV

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　パージ開/閉固着

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　バイパスバタフライソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　パイロットエアインレットモジュールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　バキュームポンプリレー駆動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　バタフライソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　バタフライモーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　バルブマチック駆動(エンジンOFF)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　バルブマチック駆動(エンジンON)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　バルブマチック暖機後駆動位置

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　バルブマチック暖機前駆動位置

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　パワーバランス(噴射停止 - シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　パワーバランス(噴射停止 - シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　パワーバランス(噴射停止 - シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　パワーバランス(噴射停止 - シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　パワーバランス(噴射停止 - シリンダー5)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　パワーバランス(噴射停止 - シリンダー6)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　パワーバランス(噴射停止 - シリンダー7)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　パワーバランス(噴射停止 - シリンダー8)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　パワーバランス(噴射点火停止 - シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　パワーバランス(噴射点火停止 - シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　パワーバランス(噴射点火停止 - シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　パワーバランス(噴射点火停止 - シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　パワーバランス(噴射点火停止 - シリンダー5)
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システム名 項目名

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　パワーバランス(噴射点火停止 - シリンダー6)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　パワーバランス(噴射点火停止 - シリンダー7)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　パワーバランス(噴射点火停止 - シリンダー8)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ヒーターマトリックスウォーターポンプテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ピストン3高圧ポンプ動作停止

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ファン(高速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ファン(低速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ファンASSY高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ファンASSY高速リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ファンASSY高速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ファンASSY低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ファンASSY低速制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ファンGMV1(高速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ファンGMV2(低速)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ファンユニット

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ファンユニットリレー制御(ファン2)高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ファンユニットリレー制御(ファン2)低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ファンユニット高速/ファンユニット可変速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ファンユニット低速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ファン高速

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ファン高速/チョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ファン低速リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　フューエルカット禁止

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　フューエルサプライ系統解放

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　フューエルポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　フューエルポンプリレー制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　フューエルポンプ圧力制御ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　フューエルポンプ流量制御ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　プレ/ポストヒーターユニットテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　プレ/ポストヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　プレデリバリーカットバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　プレヒータープラグテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　プレヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　プレヒーティングユニット

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　プレヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　プレヒーティング警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　フロントO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　フロントO2センサーヒーター(フロントおよびリアシリンダー列)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　フロントO2センサーヒーター制御機能

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　フロントO2センサー空燃比テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　フロントセンサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ポンプ流量点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ミキサーバタフライ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ミキサーバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　メインリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　モーターリレー(バリアブルバルブリフト)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ライン圧力ソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　リアO2センサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　リアO2センサーヒーター(フロントおよびリアシリンダー列)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　リアO2センサーヒーター制御機能

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　リアセンサーヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　リレーバルブコントロールソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　リレー系統

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　レール圧上昇&下降テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ロックアップコントロールソレノイド(DSL)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ロックアップコントロールソレノイド(DSU)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ロックアップコントロールソレノイド(SL)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　ロックアップソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　可変タイミングソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー3)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(シリンダー4)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　気筒燃焼クオリティーテスト(全気筒)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　吸気可変カムシャフト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　吸気可変カムシャフト駆動テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　吸気制御VSV

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　吸気制御バルブ駆動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　給油インレット開

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　空気循環フロー点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　係合圧力ソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　減圧電磁弁
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　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　高圧燃料テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　高速ファンASSY(チョッパー)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　高速ファンASSYまたはチョッパー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　高速ファンまたは可変速度ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　再循環ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　触媒OT失火防止F/C無効

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　診断警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　進角ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　前後切替ソレノイド

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　全エア系統制御点検

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　低圧フューエルポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　低速ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　添加剤ポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　添加剤ポンプ電子ヒーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　電圧発生要求

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　電気バルブ戻り値

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　電源リレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　電源リレーテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　電源リレー制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　電磁式可変バルブタイミング(後列シリンダー)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　電磁式可変バルブタイミング(前列シリンダー)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　電制EGRバルブ1&2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　電動EGRバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　電動VVTリニア駆動(バンク1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　電動VVTリニア駆動(バンク2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　電動ウォーターポンプ操作

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　電動スロットル駆動(Fast)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　電動スロットル駆動(Slow)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　電動ファン

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　燃圧コントロールソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　燃料圧力リリーフバルブ開

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　燃料圧力レギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　燃料消費量信号

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　燃料添加剤ポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　燃料添加剤追加ポンプ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　燃料噴射量

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　燃料流量コントロールソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　排気VSV要求値

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　排気VVTリニア駆動(バンク1)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　排気VVTリニア駆動(バンク2)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　排気ガス再循環ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　排気ブレーキVSV

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　排気可変カムシャフト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　排気可変カムシャフト駆動テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　噴射時間1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　噴射時間2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　噴射時間3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　噴射時間4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　噴射時間5

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　噴射時間6

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　噴射時間7

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　噴射時間8

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　噴射方法切替(シリンダー内噴射)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　噴射方法切替(ポート噴射)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　噴射方法切替(制御依存)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　補助ヒーター(電子ヒーター)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　補助ヒーター1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　補助ヒーター1&2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　補助ヒーターテスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　補助ヒーターリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　補助ヒーターリレー1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　補助ヒーターリレー2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　補助ヒーター再作動

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　目標燃料圧力

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　流量ソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　冷却系統ガス抜きソレノイドバルブ



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　冷却系統バイパスソレノイドバルブ

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　冷却水温警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン)) 　漏れ検出

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(プーマ(プーマ 4HU(120 or 130))) 　MIL警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(プーマ(プーマ 4HU(120 or 130))) 　インジェクター停止1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(プーマ(プーマ 4HU(120 or 130))) 　インジェクター停止2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(プーマ(プーマ 4HU(120 or 130))) 　インジェクター停止3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(プーマ(プーマ 4HU(120 or 130))) 　インジェクター停止4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(プーマ(プーマ 4HU(120 or 130))) 　エンジン温度警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(プーマ(プーマ 4HU(120 or 130))) 　ファンASSY1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(プーマ(プーマ 4HU(120 or 130))) 　ファンASSY2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(プーマ(プーマ 4HU(120 or 130))) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(プーマ(プーマ 4HU(120 or 130))) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(プーマ(プーマ 4HU(120 or 130))) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(プーマ(プーマ 4HU(120 or 130))) 　高圧系統圧縮テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(プーマ(プーマ 4HU(120 or 130))) 　電動EGRバルブテスト(動作音点検)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(プーマ(プーマ 4HU(120 or 130))) 　油圧警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(プーマ(プーマ 4HV)) 　MIL警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(プーマ(プーマ 4HV)) 　インジェクター停止1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(プーマ(プーマ 4HV)) 　インジェクター停止2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(プーマ(プーマ 4HV)) 　インジェクター停止3

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(プーマ(プーマ 4HV)) 　インジェクター停止4

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(プーマ(プーマ 4HV)) 　エンジン温度警告灯

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(プーマ(プーマ 4HV)) 　ファンASSY1

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(プーマ(プーマ 4HV)) 　ファンASSY2

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(プーマ(プーマ 4HV)) 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(プーマ(プーマ 4HV)) 　フューエルポンプリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(プーマ(プーマ 4HV)) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(プーマ(プーマ 4HV)) 　高圧系統圧縮テスト

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(プーマ(プーマ 4HV)) 　電動EGRバルブテスト(動作音点検)

　エンジン(VIN:6桁から8桁)(プーマ(プーマ 4HV)) 　油圧警告灯

　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) 　EPDEエクスチェンジャー出力ソレノイドバルブ(特定車両)

　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) 　EVSソレノイドバルブ1

　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) 　EVSソレノイドバルブ2

　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) 　EVSソレノイドバルブ3

　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) 　EVSソレノイドバルブ4

　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) 　EVSソレノイドバルブ5

　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) 　EVSソレノイドバルブ6

　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) 　エアコンカットオフ/キーロック

　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) 　コンバーターブリッジソレノイドバルブ

　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) 　レバー解除(シフトロック)

　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) 　圧力調節ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(AM6 ユーロ5('09～'14年)適合車) オートマチックギアボックス) 　S1シーケンシャルソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(AM6 ユーロ5('09～'14年)適合車) オートマチックギアボックス) 　S2シーケンシャルソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(AM6 ユーロ5('09～'14年)適合車) オートマチックギアボックス) 　ギアレバーロッキング制御(シフトロック)

　エンジン オートマチックギアボックス(AM6 ユーロ5('09～'14年)適合車) オートマチックギアボックス) 　クラッチ(SLC1)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(AM6 ユーロ5('09～'14年)適合車) オートマチックギアボックス) 　クラッチ(SLC2)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(AM6 ユーロ5('09～'14年)適合車) オートマチックギアボックス) 　クラッチ(SLC3)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(AM6 ユーロ5('09～'14年)適合車) オートマチックギアボックス) 　コンバーターロックアップ圧力調整ソレノイドバルブ(SLU)

　エンジン オートマチックギアボックス(AM6 ユーロ5('09～'14年)適合車) オートマチックギアボックス) 　ブレーキ(SLB1)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(AM6 ユーロ5('09～'14年)適合車) オートマチックギアボックス) 　ライン圧力調整ソレノイドバルブ(SLT)

　エンジン オートマチックギアボックス(AM6 ユーロ5) 　S1シーケンシャルソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(AM6 ユーロ5) 　S2シーケンシャルソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(AM6 ユーロ5) 　ギアレバーロッキング制御(シフトロック)

　エンジン オートマチックギアボックス(AM6 ユーロ5) 　クラッチ(SLC1)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(AM6 ユーロ5) 　クラッチ(SLC2)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(AM6 ユーロ5) 　クラッチ(SLC3)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(AM6 ユーロ5) 　コンバーターロックアップ圧力調整ソレノイドバルブ(SLU)

　エンジン オートマチックギアボックス(AM6 ユーロ5) 　ブレーキ(SLB1)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(AM6 ユーロ5) 　ライン圧力調整ソレノイドバルブ(SLT)

　エンジン オートマチックギアボックス(AT6 ユーロ5('09～'14年)適合車) オートマチックギアボックス) 　S1シーケンシャルソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(AT6 ユーロ5('09～'14年)適合車) オートマチックギアボックス) 　S2シーケンシャルソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(AT6 ユーロ5('09～'14年)適合車) オートマチックギアボックス) 　ギアレバーロッキング制御(シフトロック)

　エンジン オートマチックギアボックス(AT6 ユーロ5('09～'14年)適合車) オートマチックギアボックス) 　クラッチ(SLC1)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(AT6 ユーロ5('09～'14年)適合車) オートマチックギアボックス) 　クラッチ(SLC2)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(AT6 ユーロ5('09～'14年)適合車) オートマチックギアボックス) 　クラッチ(SLC3)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(AT6 ユーロ5('09～'14年)適合車) オートマチックギアボックス) 　コンバーターロックアップ圧力調整ソレノイドバルブ(SLU)

　エンジン オートマチックギアボックス(AT6 ユーロ5('09～'14年)適合車) オートマチックギアボックス) 　ブレーキ(SLB1)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(AT6 ユーロ5('09～'14年)適合車) オートマチックギアボックス) 　ライン圧力調整ソレノイドバルブ(SLT)

　エンジン オートマチックギアボックス(AT6 ユーロ5) 　S1シーケンシャルソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(AT6 ユーロ5) 　S2シーケンシャルソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(AT6 ユーロ5) 　ギアレバーロッキング制御(シフトロック)

　エンジン オートマチックギアボックス(AT6 ユーロ5) 　クラッチ(SLC1)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(AT6 ユーロ5) 　クラッチ(SLC2)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(AT6 ユーロ5) 　クラッチ(SLC3)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(AT6 ユーロ5) 　コンバーターロックアップ圧力調整ソレノイドバルブ(SLU)

　エンジン オートマチックギアボックス(AT6 ユーロ5) 　ブレーキ(SLB1)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(AT6 ユーロ5) 　ライン圧力調整ソレノイドバルブ(SLT)

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA AM6_AT6_UDS) 　ギアレバーロッキング制御(シフトロック)
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システム名 項目名

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA AM6_AT6_UDS) 　クラッチ(C1)圧力調整電磁弁

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA AM6_AT6_UDS) 　クラッチ(C2)圧力調整電磁弁

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA AM6_AT6_UDS) 　クラッチ(C3)圧力調整電磁弁

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA AM6_AT6_UDS) 　コンバーターロックアップ圧力調整電磁弁

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA AM6_AT6_UDS) 　シーケンシャルソレノイドバルブ1

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA AM6_AT6_UDS) 　シーケンシャルソレノイドバルブ2

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA AM6_AT6_UDS) 　スタートロック

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA AM6_AT6_UDS) 　ブレーキ(B1)圧力調整電磁弁

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA AM6_AT6_UDS) 　ライン圧力調整電磁弁

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA AM6_AT6_UDS) 　全ソレノイドバルブシーケンシャルテスト

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA AM6_AT6_UDS) 　追加オイルポンプ制御(ストップ&スタート)

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA AM6_AT6_ユーロ5) 　S1シーケンシャルソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA AM6_AT6_ユーロ5) 　S2シーケンシャルソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA AM6_AT6_ユーロ5) 　ギアレバーロッキング制御(シフトロック)

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA AM6_AT6_ユーロ5) 　クラッチ(SLC1)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA AM6_AT6_ユーロ5) 　クラッチ(SLC2)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA AM6_AT6_ユーロ5) 　クラッチ(SLC3)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA AM6_AT6_ユーロ5) 　コンバーターロックアップ圧力調整ソレノイドバルブ(SLU)

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA AM6_AT6_ユーロ5) 　ブレーキ(SLB1)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA AM6_AT6_ユーロ5) 　ライン圧力調整ソレノイドバルブ(SLT)

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AL4) 　EPDEエクスチェンジャー出力ソレノイドバルブ(特定車両)

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AL4) 　EVSソレノイドバルブ1

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AL4) 　EVSソレノイドバルブ2

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AL4) 　EVSソレノイドバルブ3

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AL4) 　EVSソレノイドバルブ4

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AL4) 　EVSソレノイドバルブ5

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AL4) 　EVSソレノイドバルブ6

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AL4) 　エアコンカットオフ/キーロック

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AL4) 　コンバーターブリッジソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AL4) 　シーケンシャルソレノイドバルブ1

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AL4) 　シーケンシャルソレノイドバルブ2

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AL4) 　シーケンシャルソレノイドバルブ3

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AL4) 　シーケンシャルソレノイドバルブ4

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AL4) 　シーケンシャルソレノイドバルブ5

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AL4) 　シーケンシャルソレノイドバルブ6

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AL4) 　トルクコンバーターロックアップソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AL4) 　ライン圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AL4) 　レバー解除(シフトロック)

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AL4) 　圧力調節ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AL4) 　熱交換器デリバリーソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6) 　S1シーケンシャルソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6) 　S2シーケンシャルソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6) 　ギアレバーロッキング制御(シフトロック)

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6) 　クラッチ(SLC1)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6) 　クラッチ(SLC2)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6) 　クラッチ(SLC3)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6) 　コンバーターロックアップ圧力調整ソレノイドバルブ(SLU)

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6) 　ブレーキ(SLB1)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6) 　ライン圧力調整ソレノイドバルブ(SLT)

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_UDS) 　S1シーケンシャルソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_UDS) 　S2シーケンシャルソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_UDS) 　ギアレバーロッキング制御(シフトロック)

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_UDS) 　クラッチ(C1)圧力調整電磁弁

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_UDS) 　クラッチ(C2)圧力調整電磁弁

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_UDS) 　クラッチ(C3)圧力調整電磁弁

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_UDS) 　クラッチ(SLC1)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_UDS) 　クラッチ(SLC2)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_UDS) 　クラッチ(SLC3)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_UDS) 　コンバーターロックアップ圧力調整ソレノイドバルブ(SLU)

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_UDS) 　コンバーターロックアップ圧力調整電磁弁

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_UDS) 　シーケンシャルソレノイドバルブ1

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_UDS) 　シーケンシャルソレノイドバルブ2

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_UDS) 　スタートロック

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_UDS) 　ブレーキ(B1)圧力調整電磁弁

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_UDS) 　ブレーキ(SLB1)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_UDS) 　ライン圧力調整ソレノイドバルブ(SLT)

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_UDS) 　ライン圧力調整電磁弁

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_UDS) 　全ソレノイドバルブシーケンシャルテスト

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_UDS) 　追加オイルポンプ制御(ストップ&スタート)

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_ユーロ5) 　S1シーケンシャルソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_ユーロ5) 　S2シーケンシャルソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_ユーロ5) 　ギアレバーロッキング制御(シフトロック)

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_ユーロ5) 　クラッチ(SLC1)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_ユーロ5) 　クラッチ(SLC2)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_ユーロ5) 　クラッチ(SLC3)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_ユーロ5) 　コンバーターロックアップ圧力調整ソレノイドバルブ(SLU)

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_ユーロ5) 　ブレーキ(SLB1)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_ユーロ5) 　ライン圧力調整ソレノイドバルブ(SLT)

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AT8) 　シーケンシャルソレノイドバルブ1



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AT8) 　シーケンシャルソレノイドバルブ2

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AT8) 　シーケンシャルソレノイドバルブ3

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AT8) 　シーケンシャルソレノイドバルブ4

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AT8) 　シーケンシャルソレノイドバルブ5

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AT8) 　シーケンシャルソレノイドバルブ6

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AT8) 　トルクコンバーターロックアップソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AT8) 　ライン圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AT8) 　レバー解除(シフトロック)

　エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AT8) 　熱交換器デリバリーソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(CFC300P ギアボックス) 　1速

　エンジン オートマチックギアボックス(CFC300P ギアボックス) 　2速

　エンジン オートマチックギアボックス(CFC300P ギアボックス) 　3速

　エンジン オートマチックギアボックス(CFC300P ギアボックス) 　4速

　エンジン オートマチックギアボックス(CFC300P ギアボックス) 　5速

　エンジン オートマチックギアボックス(CFC300P ギアボックス) 　6速

　エンジン オートマチックギアボックス(CFC300P ギアボックス) 　クラッチ開(クラッチポジション切)

　エンジン オートマチックギアボックス(CFC300P ギアボックス) 　クラッチ閉(クラッチポジション切)

　エンジン オートマチックギアボックス(CFC300P ギアボックス) 　ニュートラル

　エンジン オートマチックギアボックス(CFC300P ギアボックス) 　バック

　エンジン オートマチックギアボックス(CFC300P) 　1速

　エンジン オートマチックギアボックス(CFC300P) 　2速

　エンジン オートマチックギアボックス(CFC300P) 　3速

　エンジン オートマチックギアボックス(CFC300P) 　4速

　エンジン オートマチックギアボックス(CFC300P) 　5速

　エンジン オートマチックギアボックス(CFC300P) 　6速

　エンジン オートマチックギアボックス(CFC300P) 　クラッチ開(クラッチポジション切)

　エンジン オートマチックギアボックス(CFC300P) 　クラッチ閉(クラッチポジション切)

　エンジン オートマチックギアボックス(CFC300P) 　ニュートラル

　エンジン オートマチックギアボックス(CFC300P) 　バック

　エンジン オートマチックギアボックス(CFC300P_Hy) 　1速ギア係合

　エンジン オートマチックギアボックス(CFC300P_Hy) 　2速ギア係合

　エンジン オートマチックギアボックス(CFC300P_Hy) 　3速ギア係合

　エンジン オートマチックギアボックス(CFC300P_Hy) 　4速ギア係合

　エンジン オートマチックギアボックス(CFC300P_Hy) 　5速ギア係合

　エンジン オートマチックギアボックス(CFC300P_Hy) 　6速ギア係合

　エンジン オートマチックギアボックス(CFC300P_Hy) 　ギアチェンジ[N]

　エンジン オートマチックギアボックス(CFC300P_Hy) 　ギアチェンジ[R1]

　エンジン オートマチックギアボックス(CFC300P_Hy) 　ギアチェンジ[R2]

　エンジン オートマチックギアボックス(CFC300P_Hy) 　クラッチ(閉)

　エンジン オートマチックギアボックス(CFC300P_Hy) 　クラッチ開

　エンジン オートマチックギアボックス(MAPS_UDS) 　1速<->2速ギア間ニュートラル係合

　エンジン オートマチックギアボックス(MAPS_UDS) 　3速<->4速ギア間ニュートラル係合

　エンジン オートマチックギアボックス(MAPS_UDS) 　5速<->[R]ギア間ニュートラル係合

　エンジン オートマチックギアボックス(MAPS_UDS) 　ギアチェンジ1速

　エンジン オートマチックギアボックス(MAPS_UDS) 　ギアチェンジ2速

　エンジン オートマチックギアボックス(MAPS_UDS) 　ギアチェンジ3速

　エンジン オートマチックギアボックス(MAPS_UDS) 　ギアチェンジ4速

　エンジン オートマチックギアボックス(MAPS_UDS) 　ギアチェンジ5速

　エンジン オートマチックギアボックス(MAPS_UDS) 　ギア選択テスト

　エンジン オートマチックギアボックス(MAPS_UDS) 　クラッチ(閉)

　エンジン オートマチックギアボックス(MAPS_UDS) 　クラッチ開

　エンジン オートマチックギアボックス(MAPS_UDS) 　バックギア係合

　エンジン オートマチックギアボックス(オートギアボックス AL4) 　EPDEエクスチェンジャー出力ソレノイドバルブ(特定車両)

　エンジン オートマチックギアボックス(オートギアボックス AL4) 　EVSソレノイドバルブ1

　エンジン オートマチックギアボックス(オートギアボックス AL4) 　EVSソレノイドバルブ2

　エンジン オートマチックギアボックス(オートギアボックス AL4) 　EVSソレノイドバルブ3

　エンジン オートマチックギアボックス(オートギアボックス AL4) 　EVSソレノイドバルブ4

　エンジン オートマチックギアボックス(オートギアボックス AL4) 　EVSソレノイドバルブ5

　エンジン オートマチックギアボックス(オートギアボックス AL4) 　EVSソレノイドバルブ6

　エンジン オートマチックギアボックス(オートギアボックス AL4) 　エアコンカットオフ/キーロック

　エンジン オートマチックギアボックス(オートギアボックス AL4) 　コンバーターブリッジソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(オートギアボックス AL4) 　レバー解除(シフトロック)

　エンジン オートマチックギアボックス(オートギアボックス AL4) 　圧力調節ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　1速

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　1速ギア係合

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　2速

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　2速ギア係合

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　3速

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　3速ギア係合

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　4速

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　4速ギア係合

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　5速

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　5速ギア係合

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　6速

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　6速ギア係合

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　EPDEエクスチェンジャー出力ソレノイドバルブ(特定車両)

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　EVSソレノイドバルブ1

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　EVSソレノイドバルブ2

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　EVSソレノイドバルブ3
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システム名 項目名

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　EVSソレノイドバルブ4

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　EVSソレノイドバルブ5

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　EVSソレノイドバルブ6

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　S1シーケンシャルソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　S2シーケンシャルソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　エアコンカットオフ/キーロック

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　ギアチェンジ[N]

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　ギアチェンジ[R1]

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　ギアチェンジ[R2]

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　ギアレバーロッキング制御(シフトロック)

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　クラッチ(C1)圧力調整電磁弁

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　クラッチ(C2)圧力調整電磁弁

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　クラッチ(C3)圧力調整電磁弁

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　クラッチ(SLC1)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　クラッチ(SLC2)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　クラッチ(SLC3)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　クラッチ(閉)

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　クラッチ開

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　クラッチ開(クラッチポジション切)

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　クラッチ閉(クラッチポジション切)

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　コンバーターブリッジソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　コンバーターロックアップ圧力調整ソレノイドバルブ(SLU)

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　コンバーターロックアップ圧力調整電磁弁

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　シーケンシャルソレノイドバルブ1

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　シーケンシャルソレノイドバルブ2

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　スタートロック

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　ニュートラル

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　バック

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　ブレーキ(B1)圧力調整電磁弁

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　ブレーキ(SLB1)圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　ライン圧力調整ソレノイドバルブ(SLT)

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　ライン圧力調整電磁弁

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　レバー解除(シフトロック)

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　圧力調節ソレノイドバルブ

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　全ソレノイドバルブシーケンシャルテスト

　エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス)) 　追加オイルポンプ制御(ストップ&スタート)

　エンジン オートマチックギアボックス(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA)) 　1速ギア係合

　エンジン オートマチックギアボックス(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA)) 　2速ギア係合

　エンジン オートマチックギアボックス(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA)) 　3速ギア係合

　エンジン オートマチックギアボックス(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA)) 　4速ギア係合

　エンジン オートマチックギアボックス(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA)) 　5速ギア係合

　エンジン オートマチックギアボックス(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA)) 　アクチュエーター開始前

　エンジン オートマチックギアボックス(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA)) 　ギア選択テスト

　エンジン オートマチックギアボックス(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA)) 　クラッチ(閉)

　エンジン オートマチックギアボックス(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA)) 　クラッチ開

　エンジン オートマチックギアボックス(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA)) 　ニュートラル選択

　エンジン オートマチックギアボックス(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA)) 　バックギア選択

　エンジンリレーユニット 　エアコンコンプレッサークラッチ

　エンジンリレーユニット 　エアコンコンプレッサーバルブのサイクル比変更

　エンジンリレーユニット 　エアポンプ/バリアブルバルブリフトモーター制御

　エンジンリレーユニット 　オイルレベル測定(センサー点検)

　エンジンリレーユニット 　オルタネーター点検(標準型)

　エンジンリレーユニット 　ディーゼル燃料ヒーター制御

　エンジンリレーユニット 　ディーゼル燃料ヒーター制御/クーラント制御/エアポンプ制御/フューエルポンプ制御

　エンジンリレーユニット 　バリアブルバルブリフトモーター制御

　エンジンリレーユニット 　フューエルポンプ制御

　エンジンリレーユニット 　フロントガラスウォッシャーポンプ

　エンジンリレーユニット 　フロントガラスワイパー高速制御(ワイヤー)

　エンジンリレーユニット 　フロントガラスワイパー低速制御(ワイヤー)

　エンジンリレーユニット 　フロント右フォグランプ

　エンジンリレーユニット 　フロント左フォグランプ

　エンジンリレーユニット 　フロント専用デイタイムランプ

　エンジンリレーユニット 　ヘッドランプウォッシャーポンプ

　エンジンリレーユニット 　ホーン

　エンジンリレーユニット 　ポジティブイグニッション制御

　エンジンリレーユニット 　リアガラスウォッシャーポンプ

　エンジンリレーユニット 　レヒーター駆動

　エンジンリレーユニット 　右側スタティックランプ

　エンジンリレーユニット 　右側ハイビーム

　エンジンリレーユニット 　右側ブラインド

　エンジンリレーユニット 　右側ロービーム

　エンジンリレーユニット 　左側スタティックランプ

　エンジンリレーユニット 　左側ハイビーム

　エンジンリレーユニット 　左側ブラインド

　エンジンリレーユニット 　左側ロービーム

　エンジンリレーユニット 　設定出力制御

　エンジンリレーユニット(BSM) 　エアコンコンプレッサークラッチ

　エンジンリレーユニット(BSM) 　エアコンコンプレッサーバルブのサイクル比変更

　エンジンリレーユニット(BSM) 　エアポンプ/バリアブルバルブリフトモーター制御



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　エンジンリレーユニット(BSM) 　オイルレベル測定(センサー点検)

　エンジンリレーユニット(BSM) 　オルタネーター点検(標準型)

　エンジンリレーユニット(BSM) 　ディーゼル燃料ヒーター制御

　エンジンリレーユニット(BSM) 　ディーゼル燃料ヒーター制御/クーラント制御/エアポンプ制御/フューエルポンプ制御

　エンジンリレーユニット(BSM) 　バリアブルバルブリフトモーター制御

　エンジンリレーユニット(BSM) 　フューエルポンプ制御

　エンジンリレーユニット(BSM) 　フロントガラスウォッシャーポンプ

　エンジンリレーユニット(BSM) 　フロントガラスワイパー高速制御(ワイヤー)

　エンジンリレーユニット(BSM) 　フロントガラスワイパー低速制御(ワイヤー)

　エンジンリレーユニット(BSM) 　フロント右フォグランプ

　エンジンリレーユニット(BSM) 　フロント左フォグランプ

　エンジンリレーユニット(BSM) 　フロント専用デイタイムランプ

　エンジンリレーユニット(BSM) 　ヘッドランプウォッシャーポンプ

　エンジンリレーユニット(BSM) 　ホーン

　エンジンリレーユニット(BSM) 　ポジティブイグニッション制御

　エンジンリレーユニット(BSM) 　リアガラスウォッシャーポンプ

　エンジンリレーユニット(BSM) 　レヒーター駆動

　エンジンリレーユニット(BSM) 　右側スタティックランプ

　エンジンリレーユニット(BSM) 　右側ハイビーム

　エンジンリレーユニット(BSM) 　右側ブラインド

　エンジンリレーユニット(BSM) 　右側ロービーム

　エンジンリレーユニット(BSM) 　左側スタティックランプ

　エンジンリレーユニット(BSM) 　左側ハイビーム

　エンジンリレーユニット(BSM) 　左側ブラインド

　エンジンリレーユニット(BSM) 　左側ロービーム

　エンジンリレーユニット(BSM) 　設定出力制御

　エンジンリレーユニット(BSM_2010) 　オルタネーター点検(標準型)

　エンジンリレーユニット(BSM_2010) 　フロントガラスウォッシャーポンプ

　エンジンリレーユニット(BSM_2010) 　ヘッドランプウォッシャーポンプ

　エンジンリレーユニット(BSM_2010) 　ホーン

　エンジンリレーユニット(BSM_2010) 　ポジティブイグニッション制御

　エンジンリレーユニット(BSM_2010) 　リアガラスウォッシャーポンプ

　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) 　EPDEエクスチェンジャー出力ソレノイドバルブ(特定車両)

　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) 　EVSソレノイドバルブ1

　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) 　EVSソレノイドバルブ2

　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) 　EVSソレノイドバルブ3

　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) 　EVSソレノイドバルブ4

　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) 　EVSソレノイドバルブ5

　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) 　EVSソレノイドバルブ6

　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) 　MVソレノイドバルブ1

　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) 　MVソレノイドバルブ2

　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) 　インストルメントパネル(非MUX車両)

　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) 　エアコンカットオフ/キーロック

　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) 　キーロック(搭載されている場合)

　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) 　コンバーターブリッジソレノイドバルブ

　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) 　レバー解除(シフトロック)

　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) 　圧力レギュレーター3

　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) 　圧力レギュレーター4

　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) 　圧力レギュレーター5

　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) 　圧力レギュレーター6

　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) 　圧力調節ソレノイドバルブ

　ギアボックス 　EPDEエクスチェンジャー出力ソレノイドバルブ(特定車両)

　ギアボックス 　EVSソレノイドバルブ1

　ギアボックス 　EVSソレノイドバルブ2

　ギアボックス 　EVSソレノイドバルブ3

　ギアボックス 　EVSソレノイドバルブ4

　ギアボックス 　EVSソレノイドバルブ5

　ギアボックス 　EVSソレノイドバルブ6

　ギアボックス 　エアコンカットオフ/キーロック

　ギアボックス 　オートマチックギアボックス警告灯

　ギアボックス 　コンバーターブリッジソレノイドバルブ

　ギアボックス 　レバー解除(シフトロック)

　ギアボックス 　圧力調節ソレノイドバルブ

　ギアボックス(4HP20) 　MVソレノイドバルブ1

　ギアボックス(4HP20) 　MVソレノイドバルブ2

　ギアボックス(4HP20) 　キーロック(搭載されている場合)

　ギアボックス(4HP20) 　レバー解除(シフトロック)

　ギアボックス(4HP20) 　圧力レギュレーター3

　ギアボックス(4HP20) 　圧力レギュレーター4

　ギアボックス(4HP20) 　圧力レギュレーター5

　ギアボックス(4HP20) 　圧力レギュレーター6

　ギアボックス(AM6 オートマチックギアボックス) 　[車両に搭載されている場合]キーロッキング制御(キーロック)

　ギアボックス(AM6 オートマチックギアボックス) 　SLB1ソレノイドバルブ制御(ギア制御)

　ギアボックス(AM6 オートマチックギアボックス) 　SLC1ソレノイドバルブ制御(ギア制御)

　ギアボックス(AM6 オートマチックギアボックス) 　SLC2ソレノイドバルブ制御(ギア制御)

　ギアボックス(AM6 オートマチックギアボックス) 　SLC3ソレノイドバルブ制御(ギア制御)

　ギアボックス(AM6 オートマチックギアボックス) 　SLTソレノイドバルブ制御(ライン圧力レギュレーション)

　ギアボックス(AM6 オートマチックギアボックス) 　SLUソレノイドバルブ制御(コンバーター制御)

　ギアボックス(AM6 オートマチックギアボックス) 　ソレノイドバルブS1制御(エンジンブレーキマネージメント)
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システム名 項目名

　ギアボックス(AM6 オートマチックギアボックス) 　ソレノイドバルブS2制御(エンジンブレーキマネージメント)

　ギアボックス(AM6 オートマチックギアボックス) 　レバーロッキング制御(シフトロック)

　ギアボックス(AM6 オートマチックギアボックス) 　始動ロック始動抑制制御(単独リレー車両)

　ギアボックス(BVA_AL4_AT8) 　EPDEエクスチェンジャー出力ソレノイドバルブ(特定車両)

　ギアボックス(BVA_AL4_AT8) 　EVSソレノイドバルブ1

　ギアボックス(BVA_AL4_AT8) 　EVSソレノイドバルブ2

　ギアボックス(BVA_AL4_AT8) 　EVSソレノイドバルブ3

　ギアボックス(BVA_AL4_AT8) 　EVSソレノイドバルブ4

　ギアボックス(BVA_AL4_AT8) 　EVSソレノイドバルブ5

　ギアボックス(BVA_AL4_AT8) 　EVSソレノイドバルブ6

　ギアボックス(BVA_AL4_AT8) 　エアコンカットオフ/キーロック

　ギアボックス(BVA_AL4_AT8) 　コンバーターブリッジソレノイドバルブ

　ギアボックス(BVA_AL4_AT8) 　レバー解除(シフトロック)

　ギアボックス(BVA_AL4_AT8) 　圧力調節ソレノイドバルブ

　ギアボックス(MMT) 　目標ギアポジション制御(1~5)

　ギアボックス(MMT) 　目標ギアポジション制御(N)

　ギアボックス(MMT) 　目標ギアポジション制御(R)

　ギアボックス(MMT) 　目標クラッチ制御(クランプ)

　ギアボックス(MMT) 　目標クラッチ制御(スタンバイ)

　コードアンチスタート(ADC) 　[P]位置でない(警告)

　コードアンチスタート(ADC) 　キー不一致警告

　コードアンチスタート(ADC) 　ステアリング固着警告

　コードアンチスタート(ADC) 　セキュリティーインジケーター

　コードアンチスタート(ADC) 　ブレークケーブル警告

　コードアンチスタート(ADC) 　メーターチャイム

　コードアンチスタート(ADC) 　メーターチャイム(連続)

　コードアンチスタート(ADC) 　メーターブザー

　コントロールパネルドットマトリックスディスプレー(MATT) 　ブラックパネルモード

　コントロールパネルドットマトリックスディスプレー(MATT) 　ポイントマトリックス

　コントロールパネルドットマトリックスディスプレー(MATT_C_2010) 　ディスプレー照度

　コントロールパネルドットマトリックスディスプレー(MATT_C_2010) 　ブラックパネルモード

　コントロールパネルドットマトリックスディスプレー(MATT_C_2010) 　ポイントマトリックス

　コントロールパネルドットマトリックスディスプレー(MATT_M_2010) 　ディスプレー照度

　コントロールパネルドットマトリックスディスプレー(MATT_M_2010) 　ブラックパネルモード

　コントロールパネルドットマトリックスディスプレー(MATT_M_2010) 　ポイントマトリックス

　コントロールパネルドットマトリックスディスプレー(MATT_P_2010) 　ディスプレー照度

　コントロールパネルドットマトリックスディスプレー(MATT_P_2010) 　ブラックパネルモード

　コントロールパネルドットマトリックスディスプレー(MATT_P_2010) 　ポイントマトリックス

　コントロールパネルドットマトリックスディスプレー(オートサーチ(コントロールパネルドットマトリックスディスプレー)) 　ディスプレー照度

　コントロールパネルドットマトリックスディスプレー(オートサーチ(コントロールパネルドットマトリックスディスプレー)) 　ブラックパネルモード

　コントロールパネルドットマトリックスディスプレー(オートサーチ(コントロールパネルドットマトリックスディスプレー)) 　ポイントマトリックス

　サンルーフ 　ムービングパネルサイクル

　サンルーフ 　制御ボタン照明

　サンルーフ(TOUV) 　ムービングパネルサイクル

　サンルーフ(TOUV) 　制御ボタン照明

　シートベルト未装着LEDユニット 　全警告灯スイッチ

　シートベルト未装着LEDユニット 　全警告灯照明

　シートベルト未装着LEDユニット(TNB_2010) 　全警告灯スイッチ

　シートベルト未装着LEDユニット(TNB_2010) 　全警告灯照明

　シートベルト未装着警告灯ユニット 　エアバッグ警告灯イニシャルチェック

　シートベルト未装着警告灯ユニット 　全警告灯スイッチ

　シートベルト未装着警告灯ユニット 　全警告灯照明

　シートベルト未装着警告灯ユニット(TNB) 　エアバッグ警告灯イニシャルチェック

　シートベルト未装着警告灯ユニット(TNB) 　全警告灯スイッチ

　シートベルト未装着警告灯ユニット(TNB) 　全警告灯照明

　スタティックAFS 　右ディレクショナルヘッドライト制御

　スタティックAFS 　左ディレクショナルヘッドライト制御

　ステアリングアングルアンダーコントロール(HDC) 　イグニッションキーリマインダー

　ステアリングアングルアンダーコントロール(HDC) 　インジケーター

　ステアリングアングルアンダーコントロール(HDC) 　ウィンカー(高音)

　ステアリングアングルアンダーコントロール(HDC) 　ウィンカー(低音)

　ステアリングアングルアンダーコントロール(HDC) 　ターンシグナルランプ

　ステアリングアングルアンダーコントロール(HDC) 　パーキングアシスト

　ステアリングアングルアンダーコントロール(HDC) 　パーキングエイド(短い高音)

　ステアリングアングルアンダーコントロール(HDC) 　パーキングエイド(短い低音)

　ステアリングアングルアンダーコントロール(HDC) 　パーキングエイド(長い高音)

　ステアリングアングルアンダーコントロール(HDC) 　パーキングエイド(長い低音)

　ステアリングアングルアンダーコントロール(HDC) 　ヘッドランプリマインダー

　ステアリングアングルアンダーコントロール(HDC) 　警告

　ステアリングアングルアンダーコントロール(HDC) 　警告確認

　ステアリングアングルアンダーコントロール(HDC) 　事前警告

　ステアリングホイール インテグレーテッドステアリングホイールコントロール(VCI) 　ステアリングコントロール照明テスト1

　ステアリングホイール インテグレーテッドステアリングホイールコントロール(VCI) 　ステアリングコントロール照明テスト2

　ステアリングホイール インテグレーテッドステアリングホイールコントロール(VCI) 　ステアリングコントロール照明テスト3

　ステアリングホイール インテグレーテッドステアリングホイールコントロール(VCI) 　ステアリングコントロール照明テスト4

　ステアリングホイールコントロールON 　ステアリングコントロール照明テスト1

　ステアリングホイールコントロールON 　ステアリングコントロール照明テスト2

　ステアリングホイールコントロールON 　ステアリングコントロール照明テスト3

　ステアリングホイールコントロールON 　ステアリングコントロール照明テスト4
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システム名 項目名

　ステアリングホイールコントロールON(COM2008P) 　イグニッションキーリマインダー

　ステアリングホイールコントロールON(COM2008P) 　キャンセル

　ステアリングホイールコントロールON(COM2008P) 　シートベルト非着用警告音

　ステアリングホイールコントロールON(COM2008P) 　ターンシグナルランプ(ハイピッチサウンド)

　ステアリングホイールコントロールON(COM2008P) 　ターンシグナルランプ(ローピッチサウンド)

　ステアリングホイールコントロールON(COM2008P) 　ターンシグナルランプ故障

　ステアリングホイールコントロールON(COM2008P) 　警告

　ステアリングホイールコントロールON(COM2008P) 　警告音

　ステアリングホイールコントロールON(COM2008P) 　左側ライトON

　ステアリングホイールコントロールON(COM2008P) 　接近音(フロントパーキングアシスト)

　ステアリングホイールコントロールON(COM2008P) 　接近音(リアパーキングアシスト)

　ステアリングホイールコントロールON(COM2008P) 　連続音(フロントパーキングアシスト)

　ステアリングホイールコントロールON(COM2008P) 　連続音(リアパーキングアシスト)

　ステアリングホイールコントロールON(HDC) 　イグニッションキーリマインダー

　ステアリングホイールコントロールON(HDC) 　インジケーター

　ステアリングホイールコントロールON(HDC) 　ターンシグナルランプ

　ステアリングホイールコントロールON(HDC) 　パーキングアシスト

　ステアリングホイールコントロールON(HDC) 　ヘッドランプリマインダー

　ステアリングホイールコントロールON(HDC) 　警告

　ステアリングホイールコントロールON(HDC) 　警告確認

　ステアリングホイールコントロールON(HDC) 　事前警告

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　イグニッションキーリマインダー

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　インジケーター

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　キャンセル

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　シートベルト非着用警告音

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　ターンシグナルランプ

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　ターンシグナルランプ(ハイピッチサウンド)

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　ターンシグナルランプ(ローピッチサウンド)

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　ターンシグナルランプ故障

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　パーキングアシスト

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　ブザー

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　ヘッドランプリマインダー

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　警告

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　警告音

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　警告確認

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　左側ライトON

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　事前警告

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　接近音(フロントパーキングアシスト)

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　接近音(リアパーキングアシスト)

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　連続音(フロントパーキングアシスト)

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　連続音(リアパーキングアシスト)

　ステアリングホイールスイッチモジュール(COM2008P) 　イグニッションキーリマインダー

　ステアリングホイールスイッチモジュール(COM2008P) 　キャンセル

　ステアリングホイールスイッチモジュール(COM2008P) 　シートベルト非着用警告音

　ステアリングホイールスイッチモジュール(COM2008P) 　ターンシグナルランプ(ハイピッチサウンド)

　ステアリングホイールスイッチモジュール(COM2008P) 　ターンシグナルランプ(ローピッチサウンド)

　ステアリングホイールスイッチモジュール(COM2008P) 　ターンシグナルランプ故障

　ステアリングホイールスイッチモジュール(COM2008P) 　警告

　ステアリングホイールスイッチモジュール(COM2008P) 　警告音

　ステアリングホイールスイッチモジュール(COM2008P) 　左側ライトON

　ステアリングホイールスイッチモジュール(COM2008P) 　接近音(フロントパーキングアシスト)

　ステアリングホイールスイッチモジュール(COM2008P) 　接近音(リアパーキングアシスト)

　ステアリングホイールスイッチモジュール(COM2008P) 　連続音(フロントパーキングアシスト)

　ステアリングホイールスイッチモジュール(COM2008P) 　連続音(リアパーキングアシスト)

　ステアリングホイールスイッチモジュール(HDC) 　イグニッションキーリマインダー

　ステアリングホイールスイッチモジュール(HDC) 　インジケーター

　ステアリングホイールスイッチモジュール(HDC) 　ターンシグナルランプ

　ステアリングホイールスイッチモジュール(HDC) 　パーキングアシスト

　ステアリングホイールスイッチモジュール(HDC) 　ヘッドランプリマインダー

　ステアリングホイールスイッチモジュール(HDC) 　警告

　ステアリングホイールスイッチモジュール(HDC) 　警告確認

　ステアリングホイールスイッチモジュール(HDC) 　事前警告

　ステアリングホイールスイッチモジュール(VCI) 　ステアリングコントロール照明テスト1

　ステアリングホイールスイッチモジュール(VCI) 　ステアリングコントロール照明テスト2

　ステアリングホイールスイッチモジュール(VCI) 　ステアリングコントロール照明テスト3

　ステアリングホイールスイッチモジュール(VCI) 　ステアリングコントロール照明テスト4

　ステアリングホイールスイッチモジュール(オートサーチ(ステアリングホイールスイッチモジュール)) 　イグニッションキーリマインダー

　ステアリングホイールスイッチモジュール(オートサーチ(ステアリングホイールスイッチモジュール)) 　インジケーター

　ステアリングホイールスイッチモジュール(オートサーチ(ステアリングホイールスイッチモジュール)) 　キャンセル

　ステアリングホイールスイッチモジュール(オートサーチ(ステアリングホイールスイッチモジュール)) 　シートベルト非着用警告音

　ステアリングホイールスイッチモジュール(オートサーチ(ステアリングホイールスイッチモジュール)) 　ターンシグナルランプ

　ステアリングホイールスイッチモジュール(オートサーチ(ステアリングホイールスイッチモジュール)) 　ターンシグナルランプ(ハイピッチサウンド)

　ステアリングホイールスイッチモジュール(オートサーチ(ステアリングホイールスイッチモジュール)) 　ターンシグナルランプ(ローピッチサウンド)

　ステアリングホイールスイッチモジュール(オートサーチ(ステアリングホイールスイッチモジュール)) 　ターンシグナルランプ故障

　ステアリングホイールスイッチモジュール(オートサーチ(ステアリングホイールスイッチモジュール)) 　パーキングアシスト

　ステアリングホイールスイッチモジュール(オートサーチ(ステアリングホイールスイッチモジュール)) 　ヘッドランプリマインダー

　ステアリングホイールスイッチモジュール(オートサーチ(ステアリングホイールスイッチモジュール)) 　警告

　ステアリングホイールスイッチモジュール(オートサーチ(ステアリングホイールスイッチモジュール)) 　警告音

　ステアリングホイールスイッチモジュール(オートサーチ(ステアリングホイールスイッチモジュール)) 　警告確認
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システム名 項目名

　ステアリングホイールスイッチモジュール(オートサーチ(ステアリングホイールスイッチモジュール)) 　左側ライトON

　ステアリングホイールスイッチモジュール(オートサーチ(ステアリングホイールスイッチモジュール)) 　事前警告

　ステアリングホイールスイッチモジュール(オートサーチ(ステアリングホイールスイッチモジュール)) 　接近音(フロントパーキングアシスト)

　ステアリングホイールスイッチモジュール(オートサーチ(ステアリングホイールスイッチモジュール)) 　接近音(リアパーキングアシスト)

　ステアリングホイールスイッチモジュール(オートサーチ(ステアリングホイールスイッチモジュール)) 　連続音(フロントパーキングアシスト)

　ステアリングホイールスイッチモジュール(オートサーチ(ステアリングホイールスイッチモジュール)) 　連続音(リアパーキングアシスト)

　ストップ スタートECU 　エンジン診断警告灯

　ストップ スタートECU 　チャンネル1作動

　ストップ スタートECU 　チャンネル2作動

　ストップ スタートECU 　ブザー作動

　ダイナミックヘッドランプハイト調整(BEMP) 　上下運動1(高さ)

　ダイナミックヘッドランプハイト調整(BEMP) 　上下動作2(高さ)

　ダイナミックヘッドランプハイト調整(BEMP) 　上下動作3(高さ)

　ダイナミックヘッドランプハイト調整(LADCT) 　左右動作(方位)

　ダイナミックヘッドランプハイト調整(LADCT) 　左右動作(方位)1

　ダイナミックヘッドランプハイト調整(LADCT) 　左右動作(方位)2

　ダイナミックヘッドランプハイト調整(LADCT) 　左右動作(方位)3

　ダイナミックヘッドランプハイト調整(LADCT) 　上下動作(高さ)

　ダイナミックヘッドランプハイト調整(LADCT) 　上下動作(高さ)1

　ダイナミックヘッドランプハイト調整(LADCT) 　上下動作(高さ)2

　ダイナミックヘッドランプハイト調整(LADCT) 　上下動作(高さ)3

　タッチスクリーン 　タッチボタンバックランプ制御

　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 　ディーゼル添加剤インジェクター

　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 　ディーゼル添加剤ポンプ

　ディーゼル添加剤機能(ADDGO3) 　ディーゼル添加剤ポンプ

　ディスプレー(MATT_P_2010) 　ディスプレー照度

　ディスプレー(MATT_P_2010) 　ブラックパネルモード

　ディスプレー(MATT_P_2010) 　ポイントマトリックス

　ディスプレー テレマティック 　スクリーンOFF

　ディスプレー テレマティック 　スクリーンON

　ディスプレー テレマティック 　表示テスト

　ディスプレー テレマティック(RT3) 　スクリーンOFF

　ディスプレー テレマティック(RT3) 　スクリーンON

　ディスプレー テレマティック(RT3) 　スピーカー点検

　ディスプレー テレマティック(RT3) 　テレマティックスECUインジケーターランプ照明

　ディスプレー テレマティック(RT3) 　テレマティックスユニットパネル照明

　ディスプレー テレマティック(RT3) 　ファイバー光学テスト

　ディスプレー テレマティック(RT3) 　ファン作動

　ディスプレー テレマティック(RT3) 　ファン点検

　ディスプレー テレマティック(RT3) 　音声合成テスト

　テレマティクスユニット(SMEGプラス) 　ファン点検

　テレマティクスユニット(SMEGプラス) 　フロント右スピーカー

　テレマティクスユニット(SMEGプラス) 　フロント左スピーカー

　テレマティクスユニット(SMEGプラス) 　リア右スピーカー

　テレマティクスユニット(SMEGプラス) 　リア左スピーカー

　テレマティクスユニット(SMEGプラス) 　画面OFF

　テレマティクスユニット(SMEGプラス) 　画面ON

　テレマティクスユニット(SMEGプラス) 　視覚リバースアシスト機能点検

　テレマティクスユニットSMEGプラス(SMEGプラス) 　ファン点検

　テレマティクスユニットSMEGプラス(SMEGプラス) 　フロント右スピーカー

　テレマティクスユニットSMEGプラス(SMEGプラス) 　フロント左スピーカー

　テレマティクスユニットSMEGプラス(SMEGプラス) 　リア右スピーカー

　テレマティクスユニットSMEGプラス(SMEGプラス) 　リア左スピーカー

　テレマティクスユニットSMEGプラス(SMEGプラス) 　画面OFF

　テレマティクスユニットSMEGプラス(SMEGプラス) 　画面ON

　テレマティクスユニットSMEGプラス(SMEGプラス) 　視覚リバースアシスト機能点検

　テレマティック 　スクリーンスイッチOFF

　テレマティック 　スクリーンスイッチON

　テレマティック 　スピーカー点検(フロント右)

　テレマティック 　スピーカー点検(フロント左)

　テレマティック 　スピーカー点検(リア右)

　テレマティック 　スピーカー点検(リア左)

　テレマティック 　テレマティックスユニットインジケーターランプ照明

　テレマティック 　ファイバー光学テスト

　テレマティック 　ファン作動

　テレマティック 　ファン点検

　テレマティック 　フロントパネル照明

　テレマティック 　音声合成テスト

　テレマティック(RNEG2010) 　ファン点検

　テレマティック(RNEG2010) 　フロント右スピーカー

　テレマティック(RNEG2010) 　フロント左スピーカー

　テレマティック(RNEG2010) 　リア右スピーカー

　テレマティック(RNEG2010) 　リア左スピーカー

　テレマティック(RNEG2010) 　画面OFF

　テレマティック(RNEG2010) 　画面ON

　テレマティック(RNEG2010) 　視覚リバースアシスト機能点検

　テレマティック(SMEGプラス) 　GPSナビゲーションモジュール再初期化

　テレマティック(SMEGプラス) 　スクリーンスイッチOFF

　テレマティック(SMEGプラス) 　スクリーンスイッチON
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　テレマティック(SMEGプラス) 　テレマティックスユニットフロントパネル1照明

　テレマティック(SMEGプラス) 　テレマティックスユニットフロントパネル2照明

　テレマティック(SMEGプラス) 　ファン点検

　テレマティック(SMEGプラス) 　フロント右スピーカー

　テレマティック(SMEGプラス) 　フロント右スピーカー1

　テレマティック(SMEGプラス) 　フロント右スピーカー2

　テレマティック(SMEGプラス) 　フロント右スピーカー3

　テレマティック(SMEGプラス) 　フロント左スピーカー

　テレマティック(SMEGプラス) 　フロント左スピーカー1

　テレマティック(SMEGプラス) 　フロント左スピーカー2

　テレマティック(SMEGプラス) 　フロント左スピーカー3

　テレマティック(SMEGプラス) 　リア右スピーカー

　テレマティック(SMEGプラス) 　リア右スピーカー1

　テレマティック(SMEGプラス) 　リア右スピーカー2

　テレマティック(SMEGプラス) 　リア右スピーカー3

　テレマティック(SMEGプラス) 　リア左スピーカー

　テレマティック(SMEGプラス) 　リア左スピーカー1

　テレマティック(SMEGプラス) 　リア左スピーカー2

　テレマティック(SMEGプラス) 　リア左スピーカー3

　テレマティック(SMEGプラス) 　画面OFF

　テレマティック(SMEGプラス) 　画面ON

　テレマティック(SMEGプラス) 　視覚リバースアシスト機能点検

　テレマティック(オートサーチ(テレマティクス)) 　ファン点検

　テレマティック(オートサーチ(テレマティクス)) 　フロント右スピーカー

　テレマティック(オートサーチ(テレマティクス)) 　フロント左スピーカー

　テレマティック(オートサーチ(テレマティクス)) 　リア右スピーカー

　テレマティック(オートサーチ(テレマティクス)) 　リア左スピーカー

　テレマティック(オートサーチ(テレマティクス)) 　画面OFF

　テレマティック(オートサーチ(テレマティクス)) 　画面ON

　テレマティック(オートサーチ(テレマティクス)) 　視覚リバースアシスト機能点検

　テレマティックユニット(RNEG2010) 　GPSナビゲーションモジュール再初期化

　テレマティックユニット(RNEG2010) 　スクリーンスイッチOFF

　テレマティックユニット(RNEG2010) 　スクリーンスイッチON

　テレマティックユニット(RNEG2010) 　テレマティックスユニットフロントパネル1照明

　テレマティックユニット(RNEG2010) 　テレマティックスユニットフロントパネル2照明

　テレマティックユニット(RNEG2010) 　ファン点検

　テレマティックユニット(RNEG2010) 　フロント右スピーカー1

　テレマティックユニット(RNEG2010) 　フロント右スピーカー2

　テレマティックユニット(RNEG2010) 　フロント右スピーカー3

　テレマティックユニット(RNEG2010) 　フロント左スピーカー1

　テレマティックユニット(RNEG2010) 　フロント左スピーカー2

　テレマティックユニット(RNEG2010) 　フロント左スピーカー3

　テレマティックユニット(RNEG2010) 　リア右スピーカー1

　テレマティックユニット(RNEG2010) 　リア右スピーカー2

　テレマティックユニット(RNEG2010) 　リア右スピーカー3

　テレマティックユニット(RNEG2010) 　リア左スピーカー1

　テレマティックユニット(RNEG2010) 　リア左スピーカー2

　テレマティックユニット(RNEG2010) 　リア左スピーカー3

　テレマティックユニットまたはオーディオナビゲーション(BOITIER_TELEMATIQUE) 　スクリーンスイッチOFF

　テレマティックユニットまたはオーディオナビゲーション(BOITIER_TELEMATIQUE) 　スクリーンスイッチON

　テレマティックユニットまたはオーディオナビゲーション(BOITIER_TELEMATIQUE) 　スピーカー点検(フロント右)

　テレマティックユニットまたはオーディオナビゲーション(BOITIER_TELEMATIQUE) 　スピーカー点検(フロント左)

　テレマティックユニットまたはオーディオナビゲーション(BOITIER_TELEMATIQUE) 　スピーカー点検(リア右)

　テレマティックユニットまたはオーディオナビゲーション(BOITIER_TELEMATIQUE) 　スピーカー点検(リア左)

　テレマティックユニットまたはオーディオナビゲーション(BOITIER_TELEMATIQUE) 　テレマティックスユニットインジケーターランプ照明

　テレマティックユニットまたはオーディオナビゲーション(BOITIER_TELEMATIQUE) 　ファイバー光学テスト

　テレマティックユニットまたはオーディオナビゲーション(BOITIER_TELEMATIQUE) 　ファン作動

　テレマティックユニットまたはオーディオナビゲーション(BOITIER_TELEMATIQUE) 　ファン点検

　テレマティックユニットまたはオーディオナビゲーション(BOITIER_TELEMATIQUE) 　フロントパネル照明

　テレマティックユニットまたはオーディオナビゲーション(BOITIER_TELEMATIQUE) 　音声合成テスト

　テレマティックユニットまたはオーディオナビゲーション(SMEGプラス) 　ファン点検

　テレマティックユニットまたはオーディオナビゲーション(SMEGプラス) 　フロント右スピーカー

　テレマティックユニットまたはオーディオナビゲーション(SMEGプラス) 　フロント左スピーカー

　テレマティックユニットまたはオーディオナビゲーション(SMEGプラス) 　リア右スピーカー

　テレマティックユニットまたはオーディオナビゲーション(SMEGプラス) 　リア左スピーカー

　テレマティックユニットまたはオーディオナビゲーション(SMEGプラス) 　画面OFF

　テレマティックユニットまたはオーディオナビゲーション(SMEGプラス) 　画面ON

　テレマティックユニットまたはオーディオナビゲーション(SMEGプラス) 　視覚リバースアシスト機能点検

　ドアコントロールモジュールパッド(PDPC_UDS) 　フロント右ウィンドウ制御 - 開

　ドアコントロールモジュールパッド(PDPC_UDS) 　フロント右ウィンドウ制御 - 閉

　ドアコントロールモジュールパッド(PDPC_UDS) 　フロント左ウィンドウ制御 - 開

　ドアコントロールモジュールパッド(PDPC_UDS) 　フロント左ウィンドウ制御 - 閉

　ドアコントロールモジュールパッド(PDPC_UDS) 　ミラー格納/展開 - 開

　ドアコントロールモジュールパッド(PDPC_UDS) 　ミラー格納/展開 - 閉

　ドアコントロールモジュールパッド(PDPC_UDS) 　リア右ウィンドウ制御 - 開

　ドアコントロールモジュールパッド(PDPC_UDS) 　リア右ウィンドウ制御 - 閉

　ドアコントロールモジュールパッド(PDPC_UDS) 　リア左ウィンドウ制御 - 開

　ドアコントロールモジュールパッド(PDPC_UDS) 　リア左ウィンドウ制御 - 閉

　ドライビングスクール 　OFF制御警告灯
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　ドライビングスクール 　ウィンカーオOFF制御警告灯

　ドライビングスクール 　サイドランプON制御警告灯

　ドライビングスクール 　サイドランプ点灯

　ドライビングスクール 　ハイビームON制御警告灯

　ドライビングスクール 　ハイビーム点灯

　ドライビングスクール 　ハンドオーバー点灯

　ドライビングスクール 　フォグランプOFF制御警告灯

　ドライビングスクール 　フォグランプ制御警告灯

　ドライビングスクール 　フォグランプ点灯

　ドライビングスクール 　ロービームON制御警告灯

　ドライビングスクール 　ロービーム点灯

　ドライビングスクール 　右ウィンカーON制御警告灯

　ドライビングスクール 　右ウィンカー点灯

　ドライビングスクール 　検査モード変更インジケーターランプ

　ドライビングスクール 　左ウィンカーON制御警告灯

　ドライビングスクール 　左ウィンカー点灯

　ドライビングポジション記憶 　ハイト下降

　ドライビングポジション記憶 　ハイト上昇

　ドライビングポジション記憶 　バックレスト後方アングル

　ドライビングポジション記憶 　バックレスト前方アングル

　ドライビングポジション記憶 　ヘッドレスト下降

　ドライビングポジション記憶 　ヘッドレスト上昇

　ドライビングポジション記憶 　位置下降

　ドライビングポジション記憶 　位置上昇

　ドライビングポジション記憶 　後方スライド

　ドライビングポジション記憶 　前方スライド

　トラクションバッテリー ECU(TBMU) 　トラクションバッテリー冷却ブロワー

　パーキングアシスタンス(AAS) 　ブザー制御

　パーキングアシスタンス(AAS_UDS) 　右ミラー表示灯テスト

　パーキングアシスタンス(AAS_UDS) 　左ミラー表示灯テスト

　パーキングアシスタンス(AAS_UDS) 　超音波センサーテスト

　パーキングアシスタンス(オートサーチ(パーキングアシスト)) 　ブザー制御

　パーキングアシスタンス(オートサーチ(パーキングアシスト)) 　超音波センサーテスト

　パーキングエイド 　ON/OFF

　パーキングエイド 　ブザー制御

　パーキングエイド 　ライト

　パーキングエイド 　リアブザー

　パーキングエイド 　警告灯発信

　パーキングエイド(AAS_UDS) 　右ミラー表示灯テスト

　パーキングエイド(AAS_UDS) 　左ミラー表示灯テスト

　パーキングエイド(AAS_UDS) 　超音波センサーテスト

　ハイブリッドコントロール ECU 1(HCU1 ユーロ6) 　ドライブトレインクーリング系統ウォーターポンプ

　ハイブリッドコントロール ECU 1(HCU1 ユーロ6) 　リダクションギア

　ハイブリッドコントロール ECU 2(HCU2 ユーロ6) 　ドライブトレインクーリング系統ウォーターポンプ

　ハイブリッドコントロール ECU 2(HCU2 ユーロ6) 　リダクションギア

　ハイブリッドモードセレクター(MCM) 　LEDテスト1

　ハイブリッドモードセレクター(MCM) 　LEDテスト2

　ハイヘッドビジョン 　ディスプレーストリップ照度制御

　ハイヘッドビジョン 　ディスプレーストリップ制御調整

　ハイヘッドビジョン 　ディスプレーストリップ展開/切断

　ハイヘッドビジョン 　バー表示テスト

　ハイヘッドビジョン(VTH) 　ディスプレーストリップ照度制御

　ハイヘッドビジョン(VTH) 　ディスプレーストリップ制御調整

　ハイヘッドビジョン(VTH) 　ディスプレーストリップ展開/切断

　ハイヘッドビジョン(VTH) 　バー表示テスト

　ハイヘッドビジョン(VTH_UDS) 　ディスプレーストリップ照度制御

　ハイヘッドビジョン(VTH_UDS) 　ディスプレーストリップ制御調整

　ハイヘッドビジョン(VTH_UDS) 　ディスプレーストリップ展開/切断

　ハイヘッドビジョン(VTH_UDS) 　ピクセル制御

　パワーステアリング 　ポンプモーターDA

　パワーステアリング 　電磁ポンプASSYモーター

　パワーステアリング(DAE_A515) 　パワーステアリングモーター

　パワーステアリング(GEP) 　電磁ポンプASSYモーター

　パワーステアリング(SSCU) 　MIL警告灯

　パワーステアリング(SSCU) 　インジェクター停止1

　パワーステアリング(SSCU) 　インジェクター停止2

　パワーステアリング(SSCU) 　インジェクター停止3

　パワーステアリング(SSCU) 　インジェクター停止4

　パワーステアリング(SSCU) 　エンジン温度警告灯

　パワーステアリング(SSCU) 　ファンASSY1

　パワーステアリング(SSCU) 　ファンASSY2

　パワーステアリング(SSCU) 　フューエルフローレギュレーター

　パワーステアリング(SSCU) 　フューエルポンプリレー

　パワーステアリング(SSCU) 　プレ/ポストヒーティングリレー

　パワーステアリング(SSCU) 　高圧系統圧縮テスト

　パワーステアリング(SSCU) 　電動EGRバルブテスト(動作音点検)

　パワーステアリング(SSCU) 　油圧警告灯

　パワーステアリング(オートサーチ(パワーステアリング)) 　電磁ポンプASSYモーター

　パワーステアリングエレクトリックポンプユニット(GEP) 　パワーステアリングモーター



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　パワーステアリングエレクトリックポンプユニット(GEP) 　電磁ポンプASSYモーター

　ハンズフリーキット 　Bluetoothデータディスパッチテスト

　ハンズフリーキット 　スピーカー接続テスト

　ハンズフリーキット ポータブルユニット(BOITIER_NOMADE) 　Bluetooth周辺機器検索

　ハンズフリーキット ポータブルユニット(BOITIER_NOMADE) 　スピーカーにオーディオ信号送信

　ハンズフリーキット ポータブルユニット(KML) 　Bluetooth周辺機器検索

　ハンズフリーキット ポータブルユニット(KML) 　スピーカーにオーディオ信号送信

　ハンズフリーキット ポータブルユニット(オートサーチ(ハンズフリーキット)) 　Bluetooth周辺機器検索

　ハンズフリーキット ポータブルユニット(オートサーチ(ハンズフリーキット)) 　スピーカーにオーディオ信号送信

　ハンズフリーステアリングアクセスエレクトロニックモジュール(BML) 　トランク外部アンテナによるハンズフリーリモコン検出点検

　ハンズフリーステアリングアクセスエレクトロニックモジュール(BML) 　フロント右ドアハンドルアンテナによるハンズフリーリモコン検出点検

　ハンズフリーステアリングアクセスエレクトロニックモジュール(BML) 　フロント左ドアハンドルアンテナによるハンズフリーリモコン検出点検

　ハンズフリーステアリングアクセスエレクトロニックモジュール(BML) 　一般車両アンロッキングコマンド(チャイルドロック)作動

　ハンズフリーステアリングアクセスエレクトロニックモジュール(BML) 　一般車両アンロッキングコマンド(チャイルドロック)非作動

　ハンズフリーステアリングアクセスエレクトロニックモジュール(BML) 　車外ハンズフリーリモコン検出点検

　ハンズフリーステアリングアクセスエレクトロニックモジュール(BML) 　車内(センターアームレスト)ハンズフリーリモコン検出点検

　ハンズフリーステアリングアクセスエレクトロニックモジュール(BML) 　車内(ダッシュボード)ハンズフリーリモコン検出点検

　ハンズフリーステアリングアクセスエレクトロニックモジュール(BML) 　車内(フロント トランク内)ハンズフリーリモコン検出点検

　ハンズフリーステアリングアクセスエレクトロニックモジュール(BML) 　車両トランク内ハンズフリーリモコン検出点検

　ハンズフリーステアリングアクセスエレクトロニックモジュール(BML) 　選択的車両アンロッキングコマンド(チャイルドロック)作動

　ハンズフリーステアリングアクセスエレクトロニックモジュール(BML) 　選択的車両アンロッキングコマンド(チャイルドロック)非作動

　ハンズフリーユニット(IDT) 　エンジン診断警告灯

　ハンズフリーユニット(IDT) 　チャンネル1作動

　ハンズフリーユニット(IDT) 　チャンネル2作動

　ハンズフリーユニット(IDT) 　ブザー作動

　ハンズフリーユニット(PMN_PS) 　電動ステアリングロック電源

　ハンズフリーユニット(PMN_PS) 　電動ステアリングロック電源切断

　ビルトインシステムインターフェイス 　1列目カーテシーランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　2列目カーテシーランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　CANからのエアコンブロワーユニットコマンド

　ビルトインシステムインターフェイス 　CANを介したファンASSY制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　CDSまたはESPスイッチOFF制御警告灯

　ビルトインシステムインターフェイス 　CDSまたはESP抑制インジケーターランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　LINネットワークからのフロントウィンドウワイパーコマンド(停止位置)

　ビルトインシステムインターフェイス 　LINネットワークからのフロントウィンドウワイパーコマンド(連続動作)

　ビルトインシステムインターフェイス 　STOP/STARTリレー

　ビルトインシステムインターフェイス 　STOP/START制御ランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　VANフェード出力

　ビルトインシステムインターフェイス 　アラームサイレン

　ビルトインシステムインターフェイス 　アンロッキング

　ビルトインシステムインターフェイス 　アンロッキング制御ロック

　ビルトインシステムインターフェイス 　イグニッションリレー制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　ウィンドウおよびサンルーフスイッチ電源供給

　ビルトインシステムインターフェイス 　ウィンドウ制御(下降)

　ビルトインシステムインターフェイス 　エアコンコンプレッサー出口制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　エアコンコンプレッサー制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　エアコンブロワー制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　エアコンリレー制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　エアバッグ異常ディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス 　エアポンプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　エアポンプ制御(特定のガソリンエンジンのみ)

　ビルトインシステムインターフェイス 　エキゾーストヒートリカバリーシステムウォーターポンプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　エマージェンシーランプLED

　ビルトインシステムインターフェイス 　エンジンリレーコントロール作動

　ビルトインシステムインターフェイス 　エンジン駆動時出力点検(シートヒーター作動許可)

　ビルトインシステムインターフェイス 　エンジン油圧警告表示

　ビルトインシステムインターフェイス 　エンジン油温警告表示

　ビルトインシステムインターフェイス 　エンジン冷却水レベル警告表示

　ビルトインシステムインターフェイス 　オートマティックランプセーフティーリレー制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　カーテシーランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　カーテシーランプ点灯コマンド

　ビルトインシステムインターフェイス 　カーテシーランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　クーリングファンコントロール

　ビルトインシステムインターフェイス 　コンパートメント/トランクランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　サイドランプON

　ビルトインシステムインターフェイス 　サイドランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　サプライ

　ビルトインシステムインターフェイス 　サンルーフまたはブラインドスイッチ電源供給

　ビルトインシステムインターフェイス 　サンルーフ閉制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　シートベルト非着用警告灯表示

　ビルトインシステムインターフェイス 　ジェネレーター作動リレー制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　システムステータスLED制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　ストップアンドスタートインジケーターランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　ストップアンドスタートボタンLED制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　ストップアンドスタートモードでの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 　ストップランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　スライディングサイドドアロック制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　その他ランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　ターンシグナル(右)
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　ビルトインシステムインターフェイス 　ターンシグナル(左)

　ビルトインシステムインターフェイス 　ディーゼル燃料内水検出ディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス 　デイタイムランニングランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　デイタイムランニング専用フロントランプ制御(5/21Wダブルフィラメントバルブ21W部分)またはヘッドランプ洗浄制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　デッドロッキング

　ビルトインシステムインターフェイス 　デッドロッキング制御ロック

　ビルトインシステムインターフェイス 　デフロストボタンLED

　ビルトインシステムインターフェイス 　ドアアンロック

　ビルトインシステムインターフェイス 　ドアシル

　ビルトインシステムインターフェイス 　ドアシルライト点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　ドアシルランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　ドアステータスインジケーター

　ビルトインシステムインターフェイス 　ドアデッドロックリレー

　ビルトインシステムインターフェイス 　ドアロック

　ビルトインシステムインターフェイス 　トランクランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　トランク開

　ビルトインシステムインターフェイス 　トランク開コマンド

　ビルトインシステムインターフェイス 　トランク開制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　トランク照明

　ビルトインシステムインターフェイス 　トランク照明コマンド

　ビルトインシステムインターフェイス 　トランク照明制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　トレーラーサイドランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　ナンバープレートランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　ナンバープレート点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　ハイビーム

　ビルトインシステムインターフェイス 　ハイビーム点検

　ビルトインシステムインターフェイス 　ハザードランプLED

　ビルトインシステムインターフェイス 　ハザード警告灯インジケーター

　ビルトインシステムインターフェイス 　ハザード警告灯ボタンインジケーターランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　バッテリーチャージ異常ディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス 　パドルランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　パワーウィンドウおよびサンルーフリレー供給

　ビルトインシステムインターフェイス 　ビークルプロテクションステータス警告灯

　ビルトインシステムインターフェイス 　ヒーター付きリアガラス1

　ビルトインシステムインターフェイス 　ヒーター付きリアガラス2

　ビルトインシステムインターフェイス 　ヒーター付きリアガラスLED

　ビルトインシステムインターフェイス 　ヒーター付きリアガラス制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　ファンASSY制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　フォグランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　フォグランプ(リア)

　ビルトインシステムインターフェイス 　ブザーリレー制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　フューエルポンプカットオフ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　ブラインド下降制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　ブラインド上昇制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　ブレーキランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　ブレーキランプコマンド

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントインテリアランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントウィンドウウォッシャー制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントウィンドウワイパー

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントウィンドウワイパー高速制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントウィンドウワイパー制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントウィンドウワイパー制御(高速)

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントウィンドウワイパー制御(低速)

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントウィンドウワイパー低速制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントカーテシーランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントカーテシーランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントガラスウォッシャー

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントガラスウォッシャーポンプリレー

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントガラスワイパー(高速)

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントガラスワイパー(低速)

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントガラスワイパー高速

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントガラスワイパー低速

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントサイドランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントシルランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントドアシルランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントドアロックロッキング

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントパワーウィンドウスイッチ供給

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントフォグランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントフォグランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントまたはキャブドアロック デッドロック制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロント右ウィンドウ

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロント右デイタイムランニングランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロント右パワーウィンドウ下降制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロント右パワーウィンドウ上昇制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロント右フォグランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロント右ランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロント左ウィンドウ

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロント左デイタイムランニングランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロント左パワーウィンドウ下降制御



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロント左パワーウィンドウ上昇制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロント左フォグランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロント左ランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　ヘッドライトウォッシャー

　ビルトインシステムインターフェイス 　ヘッドランプウォッシャー

　ビルトインシステムインターフェイス 　ヘッドランプウォッシュ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　ヘッドランプ洗浄またはエンジン駆動出力制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　ホーン制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　マーカーランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　メインヘッドランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアウィンドウウォッシャーポンプリレー

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアウィンドウウォッシャー制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアウィンドウおよびサンルーフスイッチ電源供給

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアウィンドウスイッチ供給

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアウィンドウデフォッガー+バックミラー

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアウィンドウデフォッガーボタンインジケーターランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアウィンドウデフロスト制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアウィンドウワイパー

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアウィンドウワイパーコマンド

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアウィンドウ開コマンド

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアウィンドウ開制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアウィンドウ洗浄制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアカーテシーランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアカーテシーランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアガラスおよびドアミラーデフォッガー制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアガラスデフォッガー

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアガラスデフォッガー警告灯

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアサイドランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアシーリングライト

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアシルランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアテールランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアドアシルランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアドアステータス警告灯

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアドアデッドロックまたは負荷領域またはチャイルドセーフティー作動制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアドアロック制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアフォグランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアフォグランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアワイパー制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リア右ウィンドウ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リア右サイドランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リア右パワーウィンドウ開制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リア右パワーウィンドウ閉制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リア右フォグランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　リア左ウィンドウ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リア左サイドランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リア左パワーウィンドウ下降制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リア左パワーウィンドウ開制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リア左パワーウィンドウ上昇制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リア左パワーウィンドウ閉制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リア左フォグランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　リバースランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　リバースランプコマンド

　ビルトインシステムインターフェイス 　ロードコンパートメントカーテシーランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　ロードコンパートメントドアロッキングステータス表示灯

　ビルトインシステムインターフェイス 　ロービーム

　ビルトインシステムインターフェイス 　ロービーム点検

　ビルトインシステムインターフェイス 　ロッキング

　ビルトインシステムインターフェイス 　ロッキング制御ロック

　ビルトインシステムインターフェイス 　ロック(デッドロッキング)

　ビルトインシステムインターフェイス 　右インジケーター

　ビルトインシステムインターフェイス 　右ウィンカー制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　右スタティックウィンカー制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　右ヘッドライトコントロール

　ビルトインシステムインターフェイス 　右側サイドランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　右側フラッシャー

　ビルトインシステムインターフェイス 　右側ライト制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　右調光/照射角度制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　運転席ドアロックまたは負荷領域制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　携帯用トランク照明

　ビルトインシステムインターフェイス 　警告灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　高速ワイパーコマンド

　ビルトインシステムインターフェイス 　左インジケーター

　ビルトインシステムインターフェイス 　左ウィンカー制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　左サイドランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　左スタティックウィンカー制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　左ヘッドライトコントロール

　ビルトインシステムインターフェイス 　左側サイドランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　左側フラッシャー

　ビルトインシステムインターフェイス 　左側ライト制御



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　ビルトインシステムインターフェイス 　左調光/照射角度制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　最低燃料レベルディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス 　室内照明

　ビルトインシステムインターフェイス 　車内ディスプレーおよびボタン照明制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　車内灯点灯

　ビルトインシステムインターフェイス 　車両保護ステータスインジケーターランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　助手席コンパートメントロック/警告灯保護制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　第3(センター)ブレーキランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　第3ストップランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　追加抵抗PTC1およびPTC2制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　追加抵抗PTC1制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　追加抵抗PTC2制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　低速ワイパーコマンド

　ビルトインシステムインターフェイス 　曇り止め制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　負荷低減リレー制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　夜間ライト

　ビルトインシステムインターフェイス 　冷却水温警告表示

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　CANからのエアコンブロワーユニットコマンド

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　CANを介したファンASSY制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　CDSまたはESP抑制インジケーターランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　LINネットワークからのフロントウィンドウワイパーコマンド(停止位置)

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　LINネットワークからのフロントウィンドウワイパーコマンド(連続動作)

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　アンロッキング制御ロック

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　エアコンコンプレッサー制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　エアバッグ異常ディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　エアポンプ制御(特定のガソリンエンジンのみ)

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　エンジン駆動時出力点検(シートヒーター作動許可)

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　エンジン油圧警告表示

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　エンジン油温警告表示

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　エンジン冷却水レベル警告表示

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　サンルーフまたはブラインドスイッチ電源供給

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　シートベルト非着用警告灯表示

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　ディーゼル燃料内水検出ディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　デッドロッキング制御ロック

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　トランクランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　トランク開コマンド

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　トランク照明コマンド

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　ハイビーム点検

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　バッテリーチャージ異常ディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　フロントウィンドウウォッシャー制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　フロントカーテシーランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　フロントドアシルランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　フロントパワーウィンドウスイッチ供給

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　ヘッドランプ洗浄またはエンジン駆動出力制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　ホーン制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　リアウィンドウスイッチ供給

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　リアウィンドウ開コマンド

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　リアウィンドウ洗浄制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　リアカーテシーランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　リアドアシルランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　リアドアデッドロックまたは負荷領域またはチャイルドセーフティー作動制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　リアフォグランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　リアワイパー制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　リア右パワーウィンドウ開制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　リア右パワーウィンドウ閉制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　リア左パワーウィンドウ下降制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　リア左パワーウィンドウ上昇制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　リバースランプコマンド

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　ロービーム点検

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　ロッキング制御ロック

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　右ウィンカー制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　右側ライト制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　左ウィンカー制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　左側ライト制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　最低燃料レベルディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　車内ディスプレーおよびボタン照明制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　助手席コンパートメントロック/警告灯保護制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　追加抵抗PTC1およびPTC2制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　追加抵抗PTC1制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　追加抵抗PTC2制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　曇り止め制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010) 　冷却水温警告表示

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　CANからのエアコンブロワーユニットコマンド

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　CANを介したファンASSY制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　CDSまたはESP抑制インジケーターランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　LINネットワークからのフロントウィンドウワイパーコマンド(停止位置)

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　LINネットワークからのフロントウィンドウワイパーコマンド(連続動作)

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　アンロッキング制御ロック

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　エアコンコンプレッサー制御



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　エアバッグ異常ディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　エアポンプ制御(特定のガソリンエンジンのみ)

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　エンジン駆動時出力点検(シートヒーター作動許可)

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　エンジン油圧警告表示

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　エンジン油温警告表示

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　エンジン冷却水レベル警告表示

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　サンルーフまたはブラインドスイッチ電源供給

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　シートベルト非着用警告灯表示

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　ディーゼル燃料内水検出ディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　デッドロッキング制御ロック

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　トランクランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　トランク開コマンド

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　トランク照明コマンド

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　ハイビーム点検

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　バッテリーチャージ異常ディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　フロントウィンドウウォッシャー制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　フロントカーテシーランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　フロントドアシルランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　フロントパワーウィンドウスイッチ供給

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　ヘッドランプ洗浄またはエンジン駆動出力制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　ホーン制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　リアウィンドウスイッチ供給

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　リアウィンドウ開コマンド

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　リアウィンドウ洗浄制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　リアカーテシーランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　リアドアシルランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　リアドアデッドロックまたは負荷領域またはチャイルドセーフティー作動制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　リアフォグランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　リアワイパー制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　リア右パワーウィンドウ開制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　リア右パワーウィンドウ閉制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　リア左パワーウィンドウ下降制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　リア左パワーウィンドウ上昇制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　リバースランプコマンド

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　ロービーム点検

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　ロッキング制御ロック

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　右ウィンカー制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　右側ライト制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　左ウィンカー制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　左側ライト制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　最低燃料レベルディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　車内ディスプレーおよびボタン照明制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　助手席コンパートメントロック/警告灯保護制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　追加抵抗PTC1およびPTC2制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　追加抵抗PTC1制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　追加抵抗PTC2制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　曇り止め制御

　ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) 　冷却水温警告表示

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　CANからのエアコンブロワーユニットコマンド

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　CANを介したファンASSY制御

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　CDSまたはESP抑制インジケーターランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　LINネットワークからのフロントウィンドウワイパーコマンド(停止位置)

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　LINネットワークからのフロントウィンドウワイパーコマンド(連続動作)

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　アンロッキング制御ロック

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　エアコンコンプレッサー制御

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　エアバッグ異常ディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　エアポンプ制御(特定のガソリンエンジンのみ)

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　エンジン駆動時出力点検(シートヒーター作動許可)

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　エンジン油圧警告表示

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　エンジン油温警告表示

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　エンジン冷却水レベル警告表示

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　サンルーフまたはブラインドスイッチ電源供給

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　シートベルト非着用警告灯表示

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　ディーゼル燃料内水検出ディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　デッドロッキング制御ロック

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　トランクランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　トランク開コマンド

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　トランク照明コマンド

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　ハイビーム点検

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　バッテリーチャージ異常ディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　フロントウィンドウウォッシャー制御

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　フロントカーテシーランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　フロントドアシルランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　フロントパワーウィンドウスイッチ供給

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　ヘッドランプ洗浄またはエンジン駆動出力制御

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　ホーン制御

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　リアウィンドウスイッチ供給

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　リアウィンドウ開コマンド

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　リアウィンドウ洗浄制御
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　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　リアカーテシーランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　リアドアシルランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　リアドアデッドロックまたは負荷領域またはチャイルドセーフティー作動制御

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　リアフォグランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　リアワイパー制御

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　リア右パワーウィンドウ開制御

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　リア右パワーウィンドウ閉制御

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　リア左パワーウィンドウ下降制御

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　リア左パワーウィンドウ上昇制御

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　リバースランプコマンド

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　ロービーム点検

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　ロッキング制御ロック

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　右ウィンカー制御

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　右側ライト制御

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　左ウィンカー制御

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　左側ライト制御

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　最低燃料レベルディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　車内ディスプレーおよびボタン照明制御

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　助手席コンパートメントロック/警告灯保護制御

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　追加抵抗PTC1およびPTC2制御

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　追加抵抗PTC1制御

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　追加抵抗PTC2制御

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　曇り止め制御

　ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI)) 　冷却水温警告表示

　ヘッドランプアジャスター ディレクショナルヘッドランプ 　上下運動1(高さ)

　ヘッドランプアジャスター ディレクショナルヘッドランプ 　上下運動2(高さ)

　ヘッドランプアジャスター ディレクショナルヘッドランプ(LADCT) 　上下運動1(高さ)

　ヘッドランプアジャスター ディレクショナルヘッドランプ(LADCT) 　上下運動2(高さ)

　ヘッドランプハイトコネクター 　ヘッドライト高位置

　ヘッドランプハイトコネクター 　ヘッドライト中位置

　ヘッドランプハイトコネクター 　ヘッドライト低位置

　ヘッドランプハイトコネクター 　警告灯

　ホールディングルーフ 　パワーウィンドウおよびリトラクタブルルーフスイッチ照明

　ホールディングルーフ 　リトラクタブルルーフスイッチ点灯

　ホールディングルーフ(BTE) 　パワーウィンドウおよびリトラクタブルルーフスイッチ照明

　ボディーワークコンバージョンユニット 　イグニッション後側正極情報リレー

　ボディーワークコンバージョンユニット 　エアコンリレー

　ボディーワークコンバージョンユニット 　エンジン作動情報リレー

　ボディーワークコンバージョンユニット 　ストップランプ

　ボディーワークコンバージョンユニット 　フォグランプ(車両&トレーラー)

　ボディーワークコンバージョンユニット 　リア右サイドマーカーランプ(車両&トレーラー)

　ボディーワークコンバージョンユニット 　リア右ターンインジケーター(車両&トレーラー)

　ボディーワークコンバージョンユニット 　リア左サイドマーカーランプ(車両&トレーラー)

　ボディーワークコンバージョンユニット 　リア左ターンインジケーター(車両&トレーラー)

　ボディーワークコンバージョンユニット 　リバースランプ

　ボディーワークコンバージョンユニット 　負荷低減リレー

　ボディーワークコンバージョンユニット(BTC) 　イグニッション後側正極情報リレー

　ボディーワークコンバージョンユニット(BTC) 　エアコンリレー

　ボディーワークコンバージョンユニット(BTC) 　エンジン作動情報リレー

　ボディーワークコンバージョンユニット(BTC) 　ストップランプ

　ボディーワークコンバージョンユニット(BTC) 　フォグランプ(車両&トレーラー)

　ボディーワークコンバージョンユニット(BTC) 　リア右サイドマーカーランプ(車両&トレーラー)

　ボディーワークコンバージョンユニット(BTC) 　リア右ターンインジケーター(車両&トレーラー)

　ボディーワークコンバージョンユニット(BTC) 　リア左サイドマーカーランプ(車両&トレーラー)

　ボディーワークコンバージョンユニット(BTC) 　リア左ターンインジケーター(車両&トレーラー)

　ボディーワークコンバージョンユニット(BTC) 　リバースランプ

　ボディーワークコンバージョンユニット(BTC) 　負荷低減リレー

　マルチファンクションスクリーン(EMF_C_UDS) 　スクリーンスイッチOFF

　マルチファンクションスクリーン(EMF_C_UDS) 　スクリーンスイッチON

　マルチファンクションスクリーン(EMF_C_UDS) 　ブラックパネルモード

　マルチファンクションスクリーン(EMF_C_UDS) 　表示テスト

　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)) 　スクリーンOFF

　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)) 　スクリーンON

　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)) 　表示テスト

　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)) 　スクリーンOFF

　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)) 　スクリーンON

　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)) 　表示テスト

　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)) 　スクリーンOFF

　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)) 　スクリーンON

　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)) 　表示テスト

　マルチファンクションディスプレー 　スクリーンOFF

　マルチファンクションディスプレー 　スクリーンON

　マルチファンクションディスプレー 　画面OFF

　マルチファンクションディスプレー 　画面照明

　マルチファンクションディスプレー 　表示テスト

　マルチファンクションディスプレー(AMF) 　スクリーンOFF

　マルチファンクションディスプレー(AMF) 　スクリーンON

　マルチファンクションディスプレー(AMF) 　表示テスト

　マルチファンクションディスプレー(EMF) 　スクリーンOFF
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　マルチファンクションディスプレー(EMF) 　スクリーンON

　マルチファンクションディスプレー(EMF) 　スピーカー点検

　マルチファンクションディスプレー(EMF) 　テレマティックスECUインジケーターランプ照明

　マルチファンクションディスプレー(EMF) 　テレマティックスユニットパネル照明

　マルチファンクションディスプレー(EMF) 　ファイバー光学テスト

　マルチファンクションディスプレー(EMF) 　ファン作動

　マルチファンクションディスプレー(EMF) 　ファン点検

　マルチファンクションディスプレー(EMF) 　音声合成テスト

　マルチファンクションディスプレー(EMF) 　表示テスト

　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)) 　スクリーンOFF

　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)) 　スクリーンON

　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)) 　表示テスト

　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)) 　スクリーンOFF

　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)) 　スクリーンON

　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)) 　表示テスト

　マルチプレクスコントロールパネル 　コントロールパネルインジケーターランプ照明点検1

　マルチプレクスコントロールパネル 　コントロールパネルインジケーターランプ照明点検2

　マルチプレクスコントロールパネル 　コントロールパネル照明点検1

　マルチプレクスコントロールパネル 　コントロールパネル照明点検2

　マルチプレクスコントロールパネル 　温度インジケーターセグメント表示点検1

　マルチプレクスコントロールパネル 　温度インジケーターセグメント表示点検2

　マルチプレクスコントロールパネル(FMUX) 　コントロールパネルインジケーターランプ照明点検

　マルチプレクスコントロールパネル(FMUX) 　コントロールパネル照明点検

　マルチプレクス添加剤添加ポンプ 　ディーゼル添加剤ポンプ

　マルチプレクドアダプティブアッディングポンプECU 　ディーゼル添加剤ポンプ

　ムービングパネルデフレクター(DEFL_PAN_MOBIL) 　全開位置制御

　ムービングパネルデフレクター(DEFL_PAN_MOBIL) 　全閉位置制御

　メインビームアシスタントECU(RETRO_INT) 　エレクトロクロマチックルームミラー暗くする

　ラジオ 　USB周辺機器トラック変更

　ラジオ 　フロントパネル照明

　ラジオ 　ボリュームコントロールテスト

　ラジオ 　ラウドネス機能テスト

　ラジオ 　ラジオパネル点灯

　ラジオ 　ラジオ周波数サーチ

　ラジオ 　警告音(フロント右スピーカー)

　ラジオ 　警告音(フロント左スピーカー)

　ラジオ 　警告音(リア右スピーカー)

　ラジオ 　警告音(リア左スピーカー)

　ラジオ 　高周波数検索

　ラジオ 　左右バランステスト

　ラジオ 　前後バランステスト

　ラジオ(RD4) 　AM周波数帯でのラジオ周波数サーチ

　ラジオ(RD4) 　FM周波数帯でのラジオ周波数サーチ

　ラジオ(RD4) 　パネル点灯

　ラジオ(RD4) 　ラウドスピーカーでのビープ音増幅放射

　ラジオ(RD4) 　警告音(フロント右スピーカー)

　ラジオ(RD4) 　警告音(フロント左スピーカー)

　ラジオ(RD4) 　警告音(リア右スピーカー)

　ラジオ(RD4) 　警告音(リア左スピーカー)

　ラジオ(RD45) 　フロントパネル照明

　ラジオ(RD45) 　警告音(フロント右スピーカー)

　ラジオ(RD45) 　警告音(フロント左スピーカー)

　ラジオ(RD45) 　警告音(リア右スピーカー)

　ラジオ(RD45) 　警告音(リア左スピーカー)

　ラジオ(RDE) 　フロントパネル照明

　ラジオ(RDE) 　警告音(フロント右スピーカー)

　ラジオ(RDE) 　警告音(フロント左スピーカー)

　ラジオ(RDE) 　警告音(リア右スピーカー)

　ラジオ(RDE) 　警告音(リア左スピーカー)

　ラジオ(オートサーチ(ラジオ)) 　フロントパネル照明

　ラジオ(オートサーチ(ラジオ)) 　ラジオ周波数サーチ

　ラジオ(オートサーチ(ラジオ)) 　警告音(フロント右スピーカー)

　ラジオ(オートサーチ(ラジオ)) 　警告音(フロント左スピーカー)

　ラジオ(オートサーチ(ラジオ)) 　警告音(リア右スピーカー)

　ラジオ(オートサーチ(ラジオ)) 　警告音(リア左スピーカー)

　ラジオ(オートラジオ) 　フロントパネル照明

　ラジオ(オートラジオ) 　ラジオ周波数サーチ

　ラジオ(オートラジオ) 　警告音(フロント右スピーカー)

　ラジオ(オートラジオ) 　警告音(フロント左スピーカー)

　ラジオ(オートラジオ) 　警告音(リア右スピーカー)

　ラジオ(オートラジオ) 　警告音(リア左スピーカー)

　リアエアコンテーブル(TAB_CLIM_AR) 　ライティングレベル

　リアエアコンテーブル(TAB_CLIM_AR) 　ランプ&ボタン

　リアエアコンテーブル(TAB_CLIM_AR) 　リアディストリビューションモーター

　リアエアコンテーブル(TAB_CLIM_AR) 　リアブロワー

　レイン-サンライトセンサー(CDPL_UDS_HELLA) 　タッチボタンバックランプ制御

　運転席シートポジションメモリーモジュール(BDMC) 　シートクッション(下降)

　運転席シートポジションメモリーモジュール(BDMC) 　シートクッション(上昇)

　運転席シートポジションメモリーモジュール(BDMC) 　シートレール作動(後方向)



●プジョー　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム名 項目名

　運転席シートポジションメモリーモジュール(BDMC) 　シートレール作動(前方向)

　運転席シートポジションメモリーモジュール(BDMC) 　シート高さ(下降)

　運転席シートポジションメモリーモジュール(BDMC) 　シート高さ(上昇)

　運転席シートポジションメモリーモジュール(BDMC) 　チルトシートバック(後方向)

　運転席シートポジションメモリーモジュール(BDMC) 　チルトシートバック(前方向)

　運転席シートポジションメモリーモジュール(BDMC) 　急速スライド後退動作

　運転席シートポジションメモリーモジュール(BDMC) 　急速スライド前進

　運転席ドアモジュール 　ウィンドウ制御

　運転席ドアモジュール 　エクステリアミラーガラス制御

　運転席ドアモジュール 　フロント右ウィンドウ制御1

　運転席ドアモジュール 　フロント右ウィンドウ制御2

　運転席ドアモジュール 　フロント左ウィンドウ制御1

　運転席ドアモジュール 　フロント左ウィンドウ制御2

　運転席ドアモジュール 　ミラー格納/展開1

　運転席ドアモジュール 　ミラー格納/展開2

　運転席ドアモジュール 　ミラー格納/展開3

　運転席ドアモジュール 　ミラー格納/展開4

　運転席ドアモジュール 　ミラー折り畳み/展開

　運転席ドアモジュール 　ミラー曇り止め

　運転席ドアモジュール 　ライトコントロール

　運転席ドアモジュール 　リア右ウィンドウ制御1

　運転席ドアモジュール 　リア右ウィンドウ制御2

　運転席ドアモジュール 　リア左ウィンドウ制御1

　運転席ドアモジュール 　リア左ウィンドウ制御2

　運転席ドアモジュール 　運転席ドアモジュール照明制御

　運転席ドアモジュール 　運転席側ドアミラー制御1(オプション装備車両)

　運転席ドアモジュール 　運転席側ドアミラー制御2(オプション装備車両)

　運転席ドアモジュール 　運転席側ドアミラー制御3(オプション装備車両)

　運転席ドアモジュール 　運転席側ドアミラー制御4(オプション装備車両)

　運転席ドアモジュール 　助手席側ドアミラー制御1(オプション装備車両)

　運転席ドアモジュール 　助手席側ドアミラー制御2(オプション装備車両)

　運転席ドアモジュール 　助手席側ドアミラー制御3(オプション装備車両)

　運転席ドアモジュール 　助手席側ドアミラー制御4(オプション装備車両)

　運転席ドアモジュール(EDPC) 　ウィンドウ制御

　運転席ドアモジュール(EDPC) 　エクステリアミラーガラス制御

　運転席ドアモジュール(EDPC) 　ミラー折り畳み/展開

　運転席ドアモジュール(EDPC) 　ミラー曇り止め

　運転席ドアモジュール(EDPC) 　ライトコントロール

　運転席ドアモジュール(PDPC) 　フロント右ウィンドウ制御

　運転席ドアモジュール(PDPC) 　フロント左ウィンドウ制御

　運転席ドアモジュール(PDPC) 　リアビューミラー折り畳み/展開

　運転席ドアモジュール(PDPC) 　リア右ウィンドウ制御(オプション装備)

　運転席ドアモジュール(PDPC) 　リア左ウィンドウ制御(オプション装備)

　運転席ドアモジュール(PDPC) 　運転席ドアモジュール照明制御

　運転席ドアモジュール(オートサーチ(運転席ドアモジュール)) 　ウィンドウ制御

　運転席ドアモジュール(オートサーチ(運転席ドアモジュール)) 　エクステリアミラーガラス制御

　運転席ドアモジュール(オートサーチ(運転席ドアモジュール)) 　フロント右ウィンドウ制御

　運転席ドアモジュール(オートサーチ(運転席ドアモジュール)) 　フロント左ウィンドウ制御

　運転席ドアモジュール(オートサーチ(運転席ドアモジュール)) 　ミラー折り畳み/展開

　運転席ドアモジュール(オートサーチ(運転席ドアモジュール)) 　ミラー曇り止め

　運転席ドアモジュール(オートサーチ(運転席ドアモジュール)) 　ライトコントロール

　運転席ドアモジュール(オートサーチ(運転席ドアモジュール)) 　リアビューミラー折り畳み/展開

　運転席ドアモジュール(オートサーチ(運転席ドアモジュール)) 　リア右ウィンドウ制御(オプション装備)

　運転席ドアモジュール(オートサーチ(運転席ドアモジュール)) 　リア左ウィンドウ制御(オプション装備)

　運転席ドアモジュール(オートサーチ(運転席ドアモジュール)) 　運転席ドアモジュール照明制御

　運転席側ドアコントロールパッド 　ウィンドウスイッチ/パッド照明:運転席ドア

　運転席側ドアコントロールパッド 　デアイス:運転席サイドミラー

　運転席側ドアコントロールパッド 　トーアウト:運転席パワーウィンドウ

　運転席側ドアコントロールパッド 　ミラー手動制御照明:運転席ドア

　運転席側ドアコントロールパッド 　メモリーキーパッド:運転席ドア

　運転席側ドアコントロールパッド 　メモリーキーパッドランプON:運転席ドア

　運転席側ドアコントロールパッド 　運転席ドアアンロッキング

　運転席側ドアコントロールパッド 　運転席ドアデッドロッキング

　運転席側ドアコントロールパッド 　運転席ドアロッキング

　運転席側ドアコントロールパッド 　運転席ドアロック

　運転席側ドアコントロールパッド 　運転席ミラーハウジング折返し

　運転席側ドアコントロールパッド 　運転席ミラーユニット動作

　運転席側ドアコントロールパッド 　運転席ミラー作動:右方向

　運転席側ドアコントロールパッド 　運転席ミラー作動:左方向

　運転席側ドアコントロールパッド 　運転席ミラー動作:下

　運転席側ドアコントロールパッド 　運転席ミラー動作:上

　運転席側ドアコントロールパッド 　閉:運転席パワーウィンドウ

　外部CDプレーヤー 　CD:イジェクト

　外部CDプレーヤー 　CD:再生停止

　外部CDプレーヤー 　CD:次のトラック

　外部CDプレーヤー 　CD:前のトラック

　外部CDプレーヤー 　バックランプOFF

　外部CDプレーヤー 　バックランプ作動

　高周波数レシーバー(RHF) 　フロント右ウィンドウ制御
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システム名 項目名

　高周波数レシーバー(RHF) 　フロント左ウィンドウ制御

　高周波数レシーバー(RHF) 　リアビューミラー折り畳み/展開

　高周波数レシーバー(RHF) 　リア右ウィンドウ制御(オプション装備)

　高周波数レシーバー(RHF) 　リア左ウィンドウ制御(オプション装備)

　高周波数レシーバー(RHF) 　運転席ドアモジュール照明制御

　車線逸脱警報システム(AFIL) 　センサー#1テスト

　車線逸脱警報システム(AFIL) 　センサー#2テスト

　車線逸脱警報システム(AFIL) 　センサー#3テスト

　車線逸脱警報システム(AFIL) 　センサー#4テスト

　車線逸脱警報システム(AFIL) 　センサー#5テスト

　車線逸脱警報システム(AFIL) 　センサー#6テスト

　車線逸脱警報システム(AFIL) 　右側ブザーテスト

　車線逸脱警報システム(AFIL) 　左側ブザーテスト

　助手席シートポジションメモリーモジュール(BDMP) 　シートクッション(下降)

　助手席シートポジションメモリーモジュール(BDMP) 　シートクッション(上昇)

　助手席シートポジションメモリーモジュール(BDMP) 　シートレール作動(後方向)

　助手席シートポジションメモリーモジュール(BDMP) 　シートレール作動(前方向)

　助手席シートポジションメモリーモジュール(BDMP) 　シート高さ(下降)

　助手席シートポジションメモリーモジュール(BDMP) 　シート高さ(上昇)

　助手席シートポジションメモリーモジュール(BDMP) 　チルトシートバック(後方向)

　助手席シートポジションメモリーモジュール(BDMP) 　チルトシートバック(前方向)

　助手席シートポジションメモリーモジュール(BDMP) 　急速スライド後退動作

　助手席シートポジションメモリーモジュール(BDMP) 　急速スライド前進

　助手席ドアモジュール 　ウィンドウ制御(下降)

　助手席ドアモジュール 　ウィンドウ制御(上昇)

　助手席ドアモジュール 　エクステリアミラーガラス制御

　助手席ドアモジュール 　ミラー折り畳み

　助手席ドアモジュール 　ミラー展開

　助手席ドアモジュール 　ミラー曇り止め

　助手席ドアモジュール 　ライトコントロール

　助手席ドアモジュール(EDPP) 　ウィンドウ制御(下降)

　助手席ドアモジュール(EDPP) 　ウィンドウ制御(上昇)

　助手席ドアモジュール(EDPP) 　エクステリアミラーガラス制御

　助手席ドアモジュール(EDPP) 　ミラー折り畳み

　助手席ドアモジュール(EDPP) 　ミラー展開

　助手席ドアモジュール(EDPP) 　ミラー曇り止め

　助手席ドアモジュール(EDPP) 　ライトコントロール

　助手席側ドアコントロールパッド 　ウィンドウスイッチ/パッド照明:助手席ドア

　助手席側ドアコントロールパッド 　デアイス:助手席サイドミラー

　助手席側ドアコントロールパッド 　助手席ドアアンロッキング

　助手席側ドアコントロールパッド 　助手席ドアデッドロッキング

　助手席側ドアコントロールパッド 　助手席ドアロッキング

　助手席側ドアコントロールパッド 　助手席ミラーハウジング折返し

　助手席側ドアコントロールパッド 　助手席ミラーユニット動作

　助手席側ドアコントロールパッド 　助手席ミラー作動:右方向

　助手席側ドアコントロールパッド 　助手席ミラー作動:左方向

　助手席側ドアコントロールパッド 　助手席ミラー動作:下

　助手席側ドアコントロールパッド 　助手席ミラー動作:上

　追加ヒーター(CHAUFF_ADD) 　ウォーターポンプ

　追加ヒーター(CHAUFF_ADD) 　ヒーター駆動

　追加ヒーター(CHAUFF_ADD) 　フューエルポンプ

　追加ヒーター(CHAUFF_ADD) 　燃焼エアタービン

　追加ヒーター(CHAUFF_ADD) 　燃料補填

　追加ヒーター(CHAUFF_ADD) 　白熱光源

　電源保護 管理ユニット(BPGA2010) 　ステアリングコントロール照明テスト1

　電源保護 管理ユニット(BPGA2010) 　ステアリングコントロール照明テスト2

　電源保護 管理ユニット(BPGA2010) 　ステアリングコントロール照明テスト3

　電源保護 管理ユニット(BPGA2010) 　ステアリングコントロール照明テスト4

　電子セカンダリーブレーキ 　EPB解除

　電子セカンダリーブレーキ 　EPB適応

　電子セカンダリーブレーキ(FSE) 　EPB解除

　電子セカンダリーブレーキ(FSE) 　EPB適応

　電子パーキングブレーキ 　EPB解除

　電子パーキングブレーキ 　EPB適応

　電動リトラクタブルルーフ 　警告音発生

　電動リトラクタブルルーフ 　連続音ノイズ

　盗難防止アラーム(アラーム) 　サイレン作動

　盗難防止アラーム(アラーム) 　ブレークインテーブルリセット

　盗難防止アラーム(アラーム) 　ボリュメトリック検出駆動

　盗難防止アラーム(オートサーチ(アラーム)) 　サイレン作動

　歩行者衝突検出装置(DETECT_CHOC_PIETON) 　全開位置制御

　歩行者衝突検出装置(DETECT_CHOC_PIETON) 　全閉位置制御

　未装備警告灯(TNB) 　エアバッグ警告灯イニシャルチェック

　未装備警告灯(TNB) 　全警告灯スイッチ

　未装備警告灯(TNB) 　全警告灯照明


