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システム

項目名

01 エンジンエレクトロニクス

アダプテーション制御

01 エンジンエレクトロニクス

コーディング

01 エンジンエレクトロニクス

コーディングII

01 エンジンエレクトロニクス

コード制御

01 エンジンエレクトロニクス

セキュリティーアクセス

01 エンジンエレクトロニクス

レコードモジュール

01 エンジンエレクトロニクス

ログインコントロール

01 エンジンエレクトロニクス

ロングアダプテーション

01 エンジンエレクトロニクス

ロングコーディング

01 エンジンエレクトロニクス

基本設定

01 エンジンエレクトロニクス

単独値読込み

02 トランスミッションエレクトロニクス

アダプテーション制御

02 トランスミッションエレクトロニクス

コーディング

02 トランスミッションエレクトロニクス

コーディングII

02 トランスミッションエレクトロニクス

コード制御

02 トランスミッションエレクトロニクス

セキュリティーアクセス

02 トランスミッションエレクトロニクス

レコードモジュール

02 トランスミッションエレクトロニクス

ログインコントロール

02 トランスミッションエレクトロニクス

ロングアダプテーション

02 トランスミッションエレクトロニクス

ロングコーディング

02 トランスミッションエレクトロニクス

基本設定

02 トランスミッションエレクトロニクス

単独値読込み

03 ブレーキエレクトロニクス

アダプテーション制御

03 ブレーキエレクトロニクス

コーディング

03 ブレーキエレクトロニクス

コーディングII

03 ブレーキエレクトロニクス

コード制御

03 ブレーキエレクトロニクス

セキュリティーアクセス

03 ブレーキエレクトロニクス

レコードモジュール

03 ブレーキエレクトロニクス

ログインコントロール

03 ブレーキエレクトロニクス

ロングアダプテーション

03 ブレーキエレクトロニクス

ロングコーディング

03 ブレーキエレクトロニクス

基本設定

03 ブレーキエレクトロニクス

単独値読込み

04 ステアリングアングル

コーディング

04 ステアリングアングル

セキュリティーアクセス

04 ステアリングアングル

基本設定

05 アクセス・スタートパーミッション

アダプテーション制御

05 アクセス・スタートパーミッション

コーディング

05 アクセス・スタートパーミッション

コーディングII

05 アクセス・スタートパーミッション

コード制御

05 アクセス・スタートパーミッション

セキュリティーアクセス

05 アクセス・スタートパーミッション

レコードモジュール

05 アクセス・スタートパーミッション

ログインコントロール

05 アクセス・スタートパーミッション

ロングアダプテーション

05 アクセス・スタートパーミッション

ロングコーディング

05 アクセス・スタートパーミッション

基本設定

05 アクセス・スタートパーミッション

単独値読込み

06 助手席シート調整

アダプテーション制御

06 助手席シート調整

コーディング

06 助手席シート調整

コーディングII

06 助手席シート調整

コード制御

06 助手席シート調整

セキュリティーアクセス

06 助手席シート調整

レコードモジュール

06 助手席シート調整

ログインコントロール
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06 助手席シート調整

ロングアダプテーション

06 助手席シート調整

ロングコーディング

06 助手席シート調整

基本設定

06 助手席シート調整

単独値読込み

07 ディスプレーコントロールユニット

アダプテーション制御

07 ディスプレーコントロールユニット

コーディングII

07 ディスプレーコントロールユニット

コード制御

07 ディスプレーコントロールユニット

セキュリティーアクセス

07 ディスプレーコントロールユニット

レコードモジュール

07 ディスプレーコントロールユニット

ログインコントロール

07 ディスプレーコントロールユニット

ロングアダプテーション

07 ディスプレーコントロールユニット

ロングコーディング

07 ディスプレーコントロールユニット

基本設定

07 ディスプレーコントロールユニット

単独値読込み

08 オートエアコン

アダプテーション制御

08 オートエアコン

コーディング

08 オートエアコン

コーディングII

08 オートエアコン

コード制御

08 オートエアコン

セキュリティーアクセス

08 オートエアコン

レコードモジュール

08 オートエアコン

ログインコントロール

08 オートエアコン

ロングアダプテーション

08 オートエアコン

ロングコーディング

08 オートエアコン

基本設定

08 オートエアコン

単独値読込み

09 セントラルエレクトロニクス

アダプテーション制御

09 セントラルエレクトロニクス

コーディング

09 セントラルエレクトロニクス

コーディングII

09 セントラルエレクトロニクス

コード制御

09 セントラルエレクトロニクス

セキュリティーアクセス

09 セントラルエレクトロニクス

レコードモジュール

09 セントラルエレクトロニクス

ログインコントロール

09 セントラルエレクトロニクス

ロングアダプテーション

09 セントラルエレクトロニクス

ロングコーディング

09 セントラルエレクトロニクス

基本設定

09 セントラルエレクトロニクス

単独値読込み

0D 左スライドドア

アダプテーション制御

0D 左スライドドア

コーディングII

0D 左スライドドア

コード制御

0D 左スライドドア

セキュリティーアクセス

0D 左スライドドア

レコードモジュール

0D 左スライドドア

ログインコントロール

0D 左スライドドア

基本設定

0D 左スライドドア

単独値読込み

0E メディアプレーヤー1

アダプテーション制御

0E メディアプレーヤー1

コーディングII

0E メディアプレーヤー1

コード制御

0E メディアプレーヤー1

セキュリティーアクセス

0E メディアプレーヤー1

レコードモジュール

0E メディアプレーヤー1

ログインコントロール

0E メディアプレーヤー1

ロングアダプテーション

0E メディアプレーヤー1

ロングコーディング

0E メディアプレーヤー1

基本設定

0E メディアプレーヤー1

単独値読込み
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0F デジタルラジオチューナー

アダプテーション制御

0F デジタルラジオチューナー

コーディングII

0F デジタルラジオチューナー

コード制御

0F デジタルラジオチューナー

セキュリティーアクセス

0F デジタルラジオチューナー

レコードモジュール

0F デジタルラジオチューナー

ログインコントロール

0F デジタルラジオチューナー

ロングアダプテーション

0F デジタルラジオチューナー

ロングコーディング

0F デジタルラジオチューナー

基本設定

0F デジタルラジオチューナー

単独値読込み

10 パーク・ステアアシスト

アダプテーション制御

10 パーク・ステアアシスト

コーディング

10 パーク・ステアアシスト

コーディングII

10 パーク・ステアアシスト

セキュリティーアクセス

10 パーク・ステアアシスト

レコードモジュール

10 パーク・ステアアシスト

ロングアダプテーション

10 パーク・ステアアシスト

ロングコーディング

10 パーク・ステアアシスト

基本設定

11 エンジンエレクトロニクス2

アダプテーション制御

11 エンジンエレクトロニクス2

コーディングII

11 エンジンエレクトロニクス2

コード制御

11 エンジンエレクトロニクス2

セキュリティーアクセス

11 エンジンエレクトロニクス2

レコードモジュール

11 エンジンエレクトロニクス2

ログインコントロール

11 エンジンエレクトロニクス2

ロングアダプテーション

11 エンジンエレクトロニクス2

ロングコーディング

11 エンジンエレクトロニクス2

基本設定

11 エンジンエレクトロニクス2

単独値読込み

12 クラッチエレクトロニクス

アダプテーション制御

12 クラッチエレクトロニクス

コーディングII

12 クラッチエレクトロニクス

コード制御

12 クラッチエレクトロニクス

セキュリティーアクセス

12 クラッチエレクトロニクス

レコードモジュール

12 クラッチエレクトロニクス

ログインコントロール

12 クラッチエレクトロニクス

基本設定

12 クラッチエレクトロニクス

単独値読込み

13 ディスタンスレギュレーション

アダプテーション制御

13 ディスタンスレギュレーション

コーディング

13 ディスタンスレギュレーション

コーディングII

13 ディスタンスレギュレーション

コード制御

13 ディスタンスレギュレーション

セキュリティーアクセス

13 ディスタンスレギュレーション

レコードモジュール

13 ディスタンスレギュレーション

ログインコントロール

13 ディスタンスレギュレーション

ロングアダプテーション

13 ディスタンスレギュレーション

ロングコーディング

13 ディスタンスレギュレーション

基本設定

13 ディスタンスレギュレーション

単独値読込み

14 ホイールダンピングエレクトロニクス・サスペンションエレクトロニクス

アダプテーション制御

14 ホイールダンピングエレクトロニクス・サスペンションエレクトロニクス

コーディングII

14 ホイールダンピングエレクトロニクス・サスペンションエレクトロニクス

コード制御

14 ホイールダンピングエレクトロニクス・サスペンションエレクトロニクス

セキュリティーアクセス

14 ホイールダンピングエレクトロニクス・サスペンションエレクトロニクス

レコードモジュール

14 ホイールダンピングエレクトロニクス・サスペンションエレクトロニクス

ログインコントロール

14 ホイールダンピングエレクトロニクス・サスペンションエレクトロニクス

ロングアダプテーション
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14 ホイールダンピングエレクトロニクス・サスペンションエレクトロニクス

ロングコーディング

14 ホイールダンピングエレクトロニクス・サスペンションエレクトロニクス

基本設定

14 ホイールダンピングエレクトロニクス・サスペンションエレクトロニクス

単独値読込み

15 エアバッグ

アダプテーション制御

15 エアバッグ

コーディング

15 エアバッグ

コーディングII

15 エアバッグ

コード制御

15 エアバッグ

セキュリティーアクセス

15 エアバッグ

レコードモジュール

15 エアバッグ

ログインコントロール

15 エアバッグ

ロングアダプテーション

15 エアバッグ

ロングコーディング

15 エアバッグ

基本設定

15 エアバッグ

単独値読込み

16 ステアリングホイールエレクトロニクス

アダプテーション制御

16 ステアリングホイールエレクトロニクス

コーディング

16 ステアリングホイールエレクトロニクス

コーディングII

16 ステアリングホイールエレクトロニクス

コード制御

16 ステアリングホイールエレクトロニクス

セキュリティーアクセス

16 ステアリングホイールエレクトロニクス

レコードモジュール

16 ステアリングホイールエレクトロニクス

ログインコントロール

16 ステアリングホイールエレクトロニクス

ロングアダプテーション

16 ステアリングホイールエレクトロニクス

ロングコーディング

16 ステアリングホイールエレクトロニクス

基本設定

16 ステアリングホイールエレクトロニクス

単独値読込み

17 インストルメントクラスター

ESIリセット

17 インストルメントクラスター

アダプテーション制御

17 インストルメントクラスター

コーディング

17 インストルメントクラスター

コーディングII

17 インストルメントクラスター

コード制御

17 インストルメントクラスター

サービスリセット

17 インストルメントクラスター

セキュリティーアクセス

17 インストルメントクラスター

レコードモジュール

17 インストルメントクラスター

ログインコントロール

17 インストルメントクラスター

ロングアダプテーション

17 インストルメントクラスター

ロングコーディング

17 インストルメントクラスター

基本設定

17 インストルメントクラスター

単独値読込み

17 インストルメントクラスター

表示言語設定

17 インストルメントクラスター(オイルサービス)

ESIリセット

17 インストルメントクラスター(オイルサービス)

アダプテーション制御

17 インストルメントクラスター(オイルサービス)

コーディング

17 インストルメントクラスター(オイルサービス)

コーディングII

17 インストルメントクラスター(オイルサービス)

コード制御

17 インストルメントクラスター(オイルサービス)

サービスリセット

17 インストルメントクラスター(オイルサービス)

セキュリティーアクセス

17 インストルメントクラスター(オイルサービス)

レコードモジュール

17 インストルメントクラスター(オイルサービス)

ログインコントロール

17 インストルメントクラスター(オイルサービス)

ロングアダプテーション

17 インストルメントクラスター(オイルサービス)

ロングコーディング

17 インストルメントクラスター(オイルサービス)

基本設定

17 インストルメントクラスター(オイルサービス)

単独値読込み

17 インストルメントクラスター(オイルサービス)

表示言語設定

18 補助ヒーター

アダプテーション制御
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18 補助ヒーター

コーディングII

18 補助ヒーター

コード制御

18 補助ヒーター

セキュリティーアクセス

18 補助ヒーター

レコードモジュール

18 補助ヒーター

ログインコントロール

18 補助ヒーター

ロングアダプテーション

18 補助ヒーター

ロングコーディング

18 補助ヒーター

基本設定

18 補助ヒーター

単独値読込み

19 CANゲートウェイ

アダプテーション制御

19 CANゲートウェイ

コーディング

19 CANゲートウェイ

コーディングII

19 CANゲートウェイ

コード制御

19 CANゲートウェイ

セキュリティーアクセス

19 CANゲートウェイ

レコードモジュール

19 CANゲートウェイ

ログインコントロール

19 CANゲートウェイ

ロングアダプテーション

19 CANゲートウェイ

ロングコーディング

19 CANゲートウェイ

基本設定

19 CANゲートウェイ

組付けリスト

19 CANゲートウェイ

単独値読込み

1B アクティブステアリング

アダプテーション制御

1B アクティブステアリング

コーディングII

1B アクティブステアリング

セキュリティーアクセス

1B アクティブステアリング

レコードモジュール

1B アクティブステアリング

ロングアダプテーション

1B アクティブステアリング

ロングコーディング

1B アクティブステアリング

基本設定

1C ビークルポジションディテクション

アダプテーション制御

1C ビークルポジションディテクション

コーディングII

1C ビークルポジションディテクション

コード制御

1C ビークルポジションディテクション

セキュリティーアクセス

1C ビークルポジションディテクション

レコードモジュール

1C ビークルポジションディテクション

ログインコントロール

1C ビークルポジションディテクション

ロングアダプテーション

1C ビークルポジションディテクション

ロングコーディング

1C ビークルポジションディテクション

基本設定

1C ビークルポジションディテクション

単独値読込み

1D ドライバー認識

アダプテーション制御

1D ドライバー認識

コーディングII

1D ドライバー認識

コード制御

1D ドライバー認識

セキュリティーアクセス

1D ドライバー認識

レコードモジュール

1D ドライバー認識

ログインコントロール

1D ドライバー認識

ロングアダプテーション

1D ドライバー認識

ロングコーディング

1D ドライバー認識

基本設定

1D ドライバー認識

単独値読込み

1E メディアプレーヤー2

アダプテーション制御

1E メディアプレーヤー2

コーディングII

1E メディアプレーヤー2

コード制御

1E メディアプレーヤー2

セキュリティーアクセス

1E メディアプレーヤー2

レコードモジュール

1E メディアプレーヤー2

ログインコントロール
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1E メディアプレーヤー2

ロングアダプテーション

1E メディアプレーヤー2

ロングコーディング

1E メディアプレーヤー2

基本設定

1E メディアプレーヤー2

単独値読込み

1F ラジオチューナーサテライト

アダプテーション制御

1F ラジオチューナーサテライト

コーディングII

1F ラジオチューナーサテライト

コード制御

1F ラジオチューナーサテライト

セキュリティーアクセス

1F ラジオチューナーサテライト

レコードモジュール

1F ラジオチューナーサテライト

ログインコントロール

1F ラジオチューナーサテライト

ロングアダプテーション

1F ラジオチューナーサテライト

ロングコーディング

1F ラジオチューナーサテライト

基本設定

1F ラジオチューナーサテライト

単独値読込み

20 ハイビームアシスト

アダプテーション制御

20 ハイビームアシスト

コーディングII

20 ハイビームアシスト

セキュリティーアクセス

20 ハイビームアシスト

レコードモジュール

20 ハイビームアシスト

ロングアダプテーション

20 ハイビームアシスト

ロングコーディング

20 ハイビームアシスト

基本設定

21 エンジンエレクトロニクス3

アダプテーション制御

21 エンジンエレクトロニクス3

コーディングII

21 エンジンエレクトロニクス3

コード制御

21 エンジンエレクトロニクス3

セキュリティーアクセス

21 エンジンエレクトロニクス3

レコードモジュール

21 エンジンエレクトロニクス3

ログインコントロール

21 エンジンエレクトロニクス3

ロングアダプテーション

21 エンジンエレクトロニクス3

ロングコーディング

21 エンジンエレクトロニクス3

基本設定

21 エンジンエレクトロニクス3

単独値読込み

22 4WDエレクトロニクス

アダプテーション制御

22 4WDエレクトロニクス

コーディング

22 4WDエレクトロニクス

コーディングII

22 4WDエレクトロニクス

コード制御

22 4WDエレクトロニクス

セキュリティーアクセス

22 4WDエレクトロニクス

レコードモジュール

22 4WDエレクトロニクス

ログインコントロール

22 4WDエレクトロニクス

ロングアダプテーション

22 4WDエレクトロニクス

ロングコーディング

22 4WDエレクトロニクス

基本設定

22 4WDエレクトロニクス

単独値読込み

23 ブレーキブースター

アダプテーション制御

23 ブレーキブースター

コーディングII

23 ブレーキブースター

コード制御

23 ブレーキブースター

セキュリティーアクセス

23 ブレーキブースター

レコードモジュール

23 ブレーキブースター

ログインコントロール

23 ブレーキブースター

ロングアダプテーション

23 ブレーキブースター

ロングコーディング

23 ブレーキブースター

基本設定

23 ブレーキブースター

単独値読込み

24 アンチスリップ・トラクションコントロール

アダプテーション制御

24 アンチスリップ・トラクションコントロール

コーディングII
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24 アンチスリップ・トラクションコントロール

コード制御

24 アンチスリップ・トラクションコントロール

セキュリティーアクセス

24 アンチスリップ・トラクションコントロール

レコードモジュール

24 アンチスリップ・トラクションコントロール

ログインコントロール

24 アンチスリップ・トラクションコントロール

基本設定

24 アンチスリップ・トラクションコントロール

単独値読込み

25 イモビライザー

アダプテーション制御

25 イモビライザー

コーディング

25 イモビライザー

コーディングII

25 イモビライザー

コード制御

25 イモビライザー

セキュリティーアクセス

25 イモビライザー

レコードモジュール

25 イモビライザー

ログインコントロール

25 イモビライザー

ロングアダプテーション

25 イモビライザー

ロングコーディング

25 イモビライザー

基本設定

25 イモビライザー

単独値読込み

26 エレクトロニックルーフコントロール

アダプテーション制御

26 エレクトロニックルーフコントロール

コーディングII

26 エレクトロニックルーフコントロール

コード制御

26 エレクトロニックルーフコントロール

セキュリティーアクセス

26 エレクトロニックルーフコントロール

レコードモジュール

26 エレクトロニックルーフコントロール

ログインコントロール

26 エレクトロニックルーフコントロール

ロングアダプテーション

26 エレクトロニックルーフコントロール

ロングコーディング

26 エレクトロニックルーフコントロール

基本設定

26 エレクトロニックルーフコントロール

単独値読込み

27 リアディスプレーコントロールユニット

アダプテーション制御

27 リアディスプレーコントロールユニット

コーディングII

27 リアディスプレーコントロールユニット

コード制御

27 リアディスプレーコントロールユニット

セキュリティーアクセス

27 リアディスプレーコントロールユニット

レコードモジュール

27 リアディスプレーコントロールユニット

ログインコントロール

27 リアディスプレーコントロールユニット

ロングアダプテーション

27 リアディスプレーコントロールユニット

ロングコーディング

27 リアディスプレーコントロールユニット

基本設定

27 リアディスプレーコントロールユニット

単独値読込み

28 リアエアコンユニット

アダプテーション制御

28 リアエアコンユニット

コーディング

28 リアエアコンユニット

コーディングII

28 リアエアコンユニット

コード制御

28 リアエアコンユニット

セキュリティーアクセス

28 リアエアコンユニット

レコードモジュール

28 リアエアコンユニット

ログインコントロール

28 リアエアコンユニット

ロングアダプテーション

28 リアエアコンユニット

ロングコーディング

28 リアエアコンユニット

基本設定

28 リアエアコンユニット

単独値読込み

29 左ライトコントロール

アダプテーション制御

29 左ライトコントロール

コーディングII

29 左ライトコントロール

コード制御

29 左ライトコントロール

セキュリティーアクセス

29 左ライトコントロール

レコードモジュール

29 左ライトコントロール

ログインコントロール
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29 左ライトコントロール

ロングアダプテーション

29 左ライトコントロール

ロングコーディング

29 左ライトコントロール

基本設定

29 左ライトコントロール

単独値読込み

2B ステアリングコラムロック

コーディング

2B ステアリングコラムロック

セキュリティーアクセス

2B ステアリングコラムロック

基本設定

2D ヴォイスアンプリフィケーション

アダプテーション制御

2D ヴォイスアンプリフィケーション

コーディングII

2D ヴォイスアンプリフィケーション

コード制御

2D ヴォイスアンプリフィケーション

セキュリティーアクセス

2D ヴォイスアンプリフィケーション

レコードモジュール

2D ヴォイスアンプリフィケーション

ログインコントロール

2D ヴォイスアンプリフィケーション

基本設定

2D ヴォイスアンプリフィケーション

単独値読込み

2E メディアプレーヤー3

アダプテーション制御

2E メディアプレーヤー3

コーディングII

2E メディアプレーヤー3

コード制御

2E メディアプレーヤー3

セキュリティーアクセス

2E メディアプレーヤー3

レコードモジュール

2E メディアプレーヤー3

ログインコントロール

2E メディアプレーヤー3

ロングアダプテーション

2E メディアプレーヤー3

ロングコーディング

2E メディアプレーヤー3

基本設定

2E メディアプレーヤー3

単独値読込み

2F デジタルTVチューナー

アダプテーション制御

2F デジタルTVチューナー

コーディングII

2F デジタルTVチューナー

コード制御

2F デジタルTVチューナー

セキュリティーアクセス

2F デジタルTVチューナー

レコードモジュール

2F デジタルTVチューナー

ログインコントロール

2F デジタルTVチューナー

ロングアダプテーション

2F デジタルTVチューナー

ロングコーディング

2F デジタルTVチューナー

基本設定

2F デジタルTVチューナー

単独値読込み

31 エンジンエレクトロニクスコンジャンクション

アダプテーション制御

31 エンジンエレクトロニクスコンジャンクション

コーディングII

31 エンジンエレクトロニクスコンジャンクション

コード制御

31 エンジンエレクトロニクスコンジャンクション

セキュリティーアクセス

31 エンジンエレクトロニクスコンジャンクション

レコードモジュール

31 エンジンエレクトロニクスコンジャンクション

ログインコントロール

31 エンジンエレクトロニクスコンジャンクション

ロングアダプテーション

31 エンジンエレクトロニクスコンジャンクション

ロングコーディング

31 エンジンエレクトロニクスコンジャンクション

基本設定

31 エンジンエレクトロニクスコンジャンクション

単独値読込み

32 ロッキングエレクトロニクス

アダプテーション制御

32 ロッキングエレクトロニクス

コーディングII

32 ロッキングエレクトロニクス

コード制御

32 ロッキングエレクトロニクス

セキュリティーアクセス

32 ロッキングエレクトロニクス

レコードモジュール

32 ロッキングエレクトロニクス

ログインコントロール

32 ロッキングエレクトロニクス

ロングアダプテーション

32 ロッキングエレクトロニクス

ロングコーディング

32 ロッキングエレクトロニクス

基本設定
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32 ロッキングエレクトロニクス

単独値読込み

34 セルフレベリングサスペンション

アダプテーション制御

34 セルフレベリングサスペンション

コーディング

34 セルフレベリングサスペンション

コーディングII

34 セルフレベリングサスペンション

コード制御

34 セルフレベリングサスペンション

セキュリティーアクセス

34 セルフレベリングサスペンション

レコードモジュール

34 セルフレベリングサスペンション

ログインコントロール

34 セルフレベリングサスペンション

ロングアダプテーション

34 セルフレベリングサスペンション

ロングコーディング

34 セルフレベリングサスペンション

基本設定

34 セルフレベリングサスペンション

単独値読込み

35 セントラルロッキング

アダプテーション制御

35 セントラルロッキング

コーディングII

35 セントラルロッキング

コード制御

35 セントラルロッキング

セキュリティーアクセス

35 セントラルロッキング

レコードモジュール

35 セントラルロッキング

ログインコントロール

35 セントラルロッキング

基本設定

35 セントラルロッキング

単独値読込み

36 運転席シート調整

アダプテーション制御

36 運転席シート調整

コーディング

36 運転席シート調整

コーディングII

36 運転席シート調整

コード制御

36 運転席シート調整

セキュリティーアクセス

36 運転席シート調整

レコードモジュール

36 運転席シート調整

ログインコントロール

36 運転席シート調整

ロングアダプテーション

36 運転席シート調整

ロングコーディング

36 運転席シート調整

基本設定

36 運転席シート調整

単独値読込み

37 ナビゲーション

アダプテーション制御

37 ナビゲーション

コーディング

37 ナビゲーション

コーディングII

37 ナビゲーション

コード制御

37 ナビゲーション

セキュリティーアクセス

37 ナビゲーション

レコードモジュール

37 ナビゲーション

ログインコントロール

37 ナビゲーション

ロングアダプテーション

37 ナビゲーション

ロングコーディング

37 ナビゲーション

基本設定

37 ナビゲーション

単独値読込み

38 ルーフエレクトロニクス

アダプテーション制御

38 ルーフエレクトロニクス

コーディングII

38 ルーフエレクトロニクス

コード制御

38 ルーフエレクトロニクス

セキュリティーアクセス

38 ルーフエレクトロニクス

レコードモジュール

38 ルーフエレクトロニクス

ログインコントロール

38 ルーフエレクトロニクス

ロングアダプテーション

38 ルーフエレクトロニクス

ロングコーディング

38 ルーフエレクトロニクス

基本設定

38 ルーフエレクトロニクス

単独値読込み

39 右ライトコントロール

アダプテーション制御

39 右ライトコントロール

コーディングII

●アウディ、セアト、シュコダ、フォルクスワーゲン

作業サポート(Ver 2021.06)

システム

項目名

39 右ライトコントロール

コード制御

39 右ライトコントロール

セキュリティーアクセス

39 右ライトコントロール

レコードモジュール

39 右ライトコントロール

ログインコントロール

39 右ライトコントロール

ロングアダプテーション

39 右ライトコントロール

ロングコーディング

39 右ライトコントロール

基本設定

39 右ライトコントロール

単独値読込み

3B センサーエレクトロニクス

コーディング

3B センサーエレクトロニクス

セキュリティーアクセス

3B センサーエレクトロニクス

基本設定

3C レーンチェンジアシスタントシステム

アダプテーション制御

3C レーンチェンジアシスタントシステム

コーディング

3C レーンチェンジアシスタントシステム

コーディングII

3C レーンチェンジアシスタントシステム

コード制御

3C レーンチェンジアシスタントシステム

セキュリティーアクセス

3C レーンチェンジアシスタントシステム

レコードモジュール

3C レーンチェンジアシスタントシステム

ログインコントロール

3C レーンチェンジアシスタントシステム

ロングアダプテーション

3C レーンチェンジアシスタントシステム

ロングコーディング

3C レーンチェンジアシスタントシステム

基本設定

3C レーンチェンジアシスタントシステム

単独値読込み

3D スペシャルファンクション

アダプテーション制御

3D スペシャルファンクション

コーディングII

3D スペシャルファンクション

コード制御

3D スペシャルファンクション

セキュリティーアクセス

3D スペシャルファンクション

レコードモジュール

3D スペシャルファンクション

ログインコントロール

3D スペシャルファンクション

ロングアダプテーション

3D スペシャルファンクション

ロングコーディング

3D スペシャルファンクション

基本設定

3D スペシャルファンクション

単独値読込み

3E メディアプレーヤー4

アダプテーション制御

3E メディアプレーヤー4

コーディングII

3E メディアプレーヤー4

コード制御

3E メディアプレーヤー4

セキュリティーアクセス

3E メディアプレーヤー4

レコードモジュール

3E メディアプレーヤー4

ログインコントロール

3E メディアプレーヤー4

ロングアダプテーション

3E メディアプレーヤー4

ロングコーディング

3E メディアプレーヤー4

基本設定

3E メディアプレーヤー4

単独値読込み

41 ディーゼルポンプエレクトロニクス

アダプテーション制御

41 ディーゼルポンプエレクトロニクス

コーディングII

41 ディーゼルポンプエレクトロニクス

コード制御

41 ディーゼルポンプエレクトロニクス

セキュリティーアクセス

41 ディーゼルポンプエレクトロニクス

レコードモジュール

41 ディーゼルポンプエレクトロニクス

ログインコントロール

41 ディーゼルポンプエレクトロニクス

基本設定

41 ディーゼルポンプエレクトロニクス

単独値読込み

42 運転席ドアエレクトロニクス

アダプテーション制御

42 運転席ドアエレクトロニクス

コーディング

42 運転席ドアエレクトロニクス

コーディングII

42 運転席ドアエレクトロニクス

コード制御
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42 運転席ドアエレクトロニクス

セキュリティーアクセス

42 運転席ドアエレクトロニクス

レコードモジュール

42 運転席ドアエレクトロニクス

ログインコントロール

42 運転席ドアエレクトロニクス

ロングアダプテーション

42 運転席ドアエレクトロニクス

ロングコーディング

42 運転席ドアエレクトロニクス

基本設定

42 運転席ドアエレクトロニクス

単独値読込み

43 ブレーキブースターアシスタンス

アダプテーション制御

43 ブレーキブースターアシスタンス

コーディングII

43 ブレーキブースターアシスタンス

コード制御

43 ブレーキブースターアシスタンス

セキュリティーアクセス

43 ブレーキブースターアシスタンス

レコードモジュール

43 ブレーキブースターアシスタンス

ログインコントロール

43 ブレーキブースターアシスタンス

基本設定

43 ブレーキブースターアシスタンス

単独値読込み

44 ステアリングアシスタンス

アダプテーション制御

44 ステアリングアシスタンス

コーディング

44 ステアリングアシスタンス

コーディングII

44 ステアリングアシスタンス

コード制御

44 ステアリングアシスタンス

セキュリティーアクセス

44 ステアリングアシスタンス

レコードモジュール

44 ステアリングアシスタンス

ログインコントロール

44 ステアリングアシスタンス

ロングアダプテーション

44 ステアリングアシスタンス

ロングコーディング

44 ステアリングアシスタンス

基本設定

44 ステアリングアシスタンス

単独値読込み

45 車内監視システム

アダプテーション制御

45 車内監視システム

コーディングII

45 車内監視システム

コード制御

45 車内監視システム

セキュリティーアクセス

45 車内監視システム

レコードモジュール

45 車内監視システム

ログインコントロール

45 車内監視システム

基本設定

45 車内監視システム

単独値読込み

46 セントラルモジュールコンビニエンスシステム

アダプテーション制御

46 セントラルモジュールコンビニエンスシステム

コーディングII

46 セントラルモジュールコンビニエンスシステム

コード制御

46 セントラルモジュールコンビニエンスシステム

セキュリティーアクセス

46 セントラルモジュールコンビニエンスシステム

レコードモジュール

46 セントラルモジュールコンビニエンスシステム

ログインコントロール

46 セントラルモジュールコンビニエンスシステム

ロングアダプテーション

46 セントラルモジュールコンビニエンスシステム

ロングコーディング

46 セントラルモジュールコンビニエンスシステム

基本設定

46 セントラルモジュールコンビニエンスシステム

単独値読込み

47 サウンドシステム

アダプテーション制御

47 サウンドシステム

コーディング

47 サウンドシステム

コーディングII

47 サウンドシステム

コード制御

47 サウンドシステム

セキュリティーアクセス

47 サウンドシステム

レコードモジュール

47 サウンドシステム

ログインコントロール

47 サウンドシステム

ロングアダプテーション

47 サウンドシステム

ロングコーディング

47 サウンドシステム

基本設定
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47 サウンドシステム

単独値読込み

48 リア左シート調整

アダプテーション制御

48 リア左シート調整

コーディングII

48 リア左シート調整

コード制御

48 リア左シート調整

セキュリティーアクセス

48 リア左シート調整

レコードモジュール

48 リア左シート調整

ログインコントロール

48 リア左シート調整

ロングアダプテーション

48 リア左シート調整

ロングコーディング

48 リア左シート調整

基本設定

48 リア左シート調整

単独値読込み

49 オートマチックライティングスイッチ

アダプテーション制御

49 オートマチックライティングスイッチ

コーディングII

49 オートマチックライティングスイッチ

コード制御

49 オートマチックライティングスイッチ

セキュリティーアクセス

49 オートマチックライティングスイッチ

レコードモジュール

49 オートマチックライティングスイッチ

ログインコントロール

49 オートマチックライティングスイッチ

基本設定

49 オートマチックライティングスイッチ

単独値読込み

4C タイヤプレッシャー2

アダプテーション制御

4C タイヤプレッシャー2

コーディングII

4C タイヤプレッシャー2

セキュリティーアクセス

4C タイヤプレッシャー2

レコードモジュール

4C タイヤプレッシャー2

ロングアダプテーション

4C タイヤプレッシャー2

ロングコーディング

4C タイヤプレッシャー2

基本設定

4D データトランスファー

アダプテーション制御

4D データトランスファー

コーディングII

4D データトランスファー

コード制御

4D データトランスファー

セキュリティーアクセス

4D データトランスファー

レコードモジュール

4D データトランスファー

ログインコントロール

4D データトランスファー

基本設定

4D データトランスファー

単独値読込み

4E リア右ディスプレーコントロールユニット

アダプテーション制御

4E リア右ディスプレーコントロールユニット

コーディングII

4E リア右ディスプレーコントロールユニット

コード制御

4E リア右ディスプレーコントロールユニット

セキュリティーアクセス

4E リア右ディスプレーコントロールユニット

レコードモジュール

4E リア右ディスプレーコントロールユニット

ログインコントロール

4E リア右ディスプレーコントロールユニット

ロングアダプテーション

4E リア右ディスプレーコントロールユニット

ロングコーディング

4E リア右ディスプレーコントロールユニット

基本設定

4E リア右ディスプレーコントロールユニット

単独値読込み

4F セントラルエレクトロニクス2

アダプテーション制御

4F セントラルエレクトロニクス2

コーディングII

4F セントラルエレクトロニクス2

コード制御

4F セントラルエレクトロニクス2

セキュリティーアクセス

4F セントラルエレクトロニクス2

レコードモジュール

4F セントラルエレクトロニクス2

ログインコントロール

4F セントラルエレクトロニクス2

ロングアダプテーション

4F セントラルエレクトロニクス2

ロングコーディング

4F セントラルエレクトロニクス2

基本設定

4F セントラルエレクトロニクス2

単独値読込み
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51 エレクトロニックドライブ

アダプテーション制御

51 エレクトロニックドライブ

コーディングII

51 エレクトロニックドライブ

コード制御

51 エレクトロニックドライブ

セキュリティーアクセス

51 エレクトロニックドライブ

レコードモジュール

51 エレクトロニックドライブ

ログインコントロール

51 エレクトロニックドライブ

基本設定

51 エレクトロニックドライブ

単独値読込み

52 助手席ドアエレクトロニクス

アダプテーション制御

52 助手席ドアエレクトロニクス

コーディング

52 助手席ドアエレクトロニクス

コーディングII

52 助手席ドアエレクトロニクス

コード制御

52 助手席ドアエレクトロニクス

セキュリティーアクセス

52 助手席ドアエレクトロニクス

レコードモジュール

52 助手席ドアエレクトロニクス

ログインコントロール

52 助手席ドアエレクトロニクス

ロングアダプテーション

52 助手席ドアエレクトロニクス

ロングコーディング

52 助手席ドアエレクトロニクス

基本設定

52 助手席ドアエレクトロニクス

単独値読込み

53 パーキングブレーキ

EPBパッド交換(Audi A8)

53 パーキングブレーキ

EPBパッド交換(Audi A8以外)

53 パーキングブレーキ

アダプテーション制御

53 パーキングブレーキ

コーディング

53 パーキングブレーキ

コーディングII

53 パーキングブレーキ

コード制御

53 パーキングブレーキ

セキュリティーアクセス

53 パーキングブレーキ

レコードモジュール

53 パーキングブレーキ

ログインコントロール

53 パーキングブレーキ

ロングアダプテーション

53 パーキングブレーキ

ロングコーディング

53 パーキングブレーキ

基本設定

53 パーキングブレーキ

単独値読込み

54 リアスポイラー

アダプテーション制御

54 リアスポイラー

コーディングII

54 リアスポイラー

コード制御

54 リアスポイラー

セキュリティーアクセス

54 リアスポイラー

レコードモジュール

54 リアスポイラー

ログインコントロール

54 リアスポイラー

基本設定

54 リアスポイラー

単独値読込み

55 ヘッドライトレンジコントロール

アダプテーション制御

55 ヘッドライトレンジコントロール

コーディング

55 ヘッドライトレンジコントロール

コーディングII

55 ヘッドライトレンジコントロール

コード制御

55 ヘッドライトレンジコントロール

セキュリティーアクセス

55 ヘッドライトレンジコントロール

レコードモジュール

55 ヘッドライトレンジコントロール

ログインコントロール

55 ヘッドライトレンジコントロール

ロングアダプテーション

55 ヘッドライトレンジコントロール

ロングコーディング

55 ヘッドライトレンジコントロール

基本設定

55 ヘッドライトレンジコントロール

単独値読込み

56 ラジオ

アダプテーション制御

56 ラジオ

コーディングII

56 ラジオ

コード制御
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56 ラジオ

セキュリティーアクセス

56 ラジオ

レコードモジュール

56 ラジオ

ログインコントロール

56 ラジオ

ロングアダプテーション

56 ラジオ

ロングコーディング

56 ラジオ

基本設定

56 ラジオ

単独値読込み

57 TVチューナー

アダプテーション制御

57 TVチューナー

コーディングII

57 TVチューナー

コード制御

57 TVチューナー

セキュリティーアクセス

57 TVチューナー

レコードモジュール

57 TVチューナー

ログインコントロール

57 TVチューナー

ロングアダプテーション

57 TVチューナー

ロングコーディング

57 TVチューナー

基本設定

57 TVチューナー

単独値読込み

58 補助フューエルタンク

アダプテーション制御

58 補助フューエルタンク

コーディングII

58 補助フューエルタンク

コード制御

58 補助フューエルタンク

セキュリティーアクセス

58 補助フューエルタンク

レコードモジュール

58 補助フューエルタンク

ログインコントロール

58 補助フューエルタンク

基本設定

58 補助フューエルタンク

単独値読込み

59 トウイングプロテクション

アダプテーション制御

59 トウイングプロテクション

コーディングII

59 トウイングプロテクション

コード制御

59 トウイングプロテクション

セキュリティーアクセス

59 トウイングプロテクション

レコードモジュール

59 トウイングプロテクション

ログインコントロール

59 トウイングプロテクション

ロングアダプテーション

59 トウイングプロテクション

ロングコーディング

59 トウイングプロテクション

基本設定

59 トウイングプロテクション

単独値読込み

5C レーンメンテナンスシステム

アダプテーション制御

5C レーンメンテナンスシステム

コーディングII

5C レーンメンテナンスシステム

コード制御

5C レーンメンテナンスシステム

セキュリティーアクセス

5C レーンメンテナンスシステム

レコードモジュール

5C レーンメンテナンスシステム

ログインコントロール

5C レーンメンテナンスシステム

ロングアダプテーション

5C レーンメンテナンスシステム

ロングコーディング

5C レーンメンテナンスシステム

基本設定

5C レーンメンテナンスシステム

単独値読込み

5D オペレーション

アダプテーション制御

5D オペレーション

コーディングII

5D オペレーション

コード制御

5D オペレーション

セキュリティーアクセス

5D オペレーション

レコードモジュール

5D オペレーション

ログインコントロール

5D オペレーション

ロングアダプテーション

5D オペレーション

ロングコーディング

5D オペレーション

基本設定
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5D オペレーション

単独値読込み

5E リア左ディスプレーコントロールユニット

アダプテーション制御

5E リア左ディスプレーコントロールユニット

コーディングII

5E リア左ディスプレーコントロールユニット

コード制御

5E リア左ディスプレーコントロールユニット

セキュリティーアクセス

5E リア左ディスプレーコントロールユニット

レコードモジュール

5E リア左ディスプレーコントロールユニット

ログインコントロール

5E リア左ディスプレーコントロールユニット

ロングアダプテーション

5E リア左ディスプレーコントロールユニット

ロングコーディング

5E リア左ディスプレーコントロールユニット

基本設定

5E リア左ディスプレーコントロールユニット

単独値読込み

5F インフォメーションエレクトロニクス

アダプテーション制御

5F インフォメーションエレクトロニクス

コーディング

5F インフォメーションエレクトロニクス

コーディングII

5F インフォメーションエレクトロニクス

セキュリティーアクセス

5F インフォメーションエレクトロニクス

レコードモジュール

5F インフォメーションエレクトロニクス

ロングアダプテーション

5F インフォメーションエレクトロニクス

ロングコーディング

5F インフォメーションエレクトロニクス

基本設定

61 バッテリーレギュレーション

アダプテーション制御

61 バッテリーレギュレーション

コーディングII

61 バッテリーレギュレーション

コード制御

61 バッテリーレギュレーション

セキュリティーアクセス

61 バッテリーレギュレーション

レコードモジュール

61 バッテリーレギュレーション

ログインコントロール

61 バッテリーレギュレーション

ロングアダプテーション

61 バッテリーレギュレーション

ロングコーディング

61 バッテリーレギュレーション

基本設定

61 バッテリーレギュレーション

単独値読込み

62 リア左ドアエレクトロニクス

アダプテーション制御

62 リア左ドアエレクトロニクス

コーディングII

62 リア左ドアエレクトロニクス

コード制御

62 リア左ドアエレクトロニクス

セキュリティーアクセス

62 リア左ドアエレクトロニクス

レコードモジュール

62 リア左ドアエレクトロニクス

ログインコントロール

62 リア左ドアエレクトロニクス

ロングアダプテーション

62 リア左ドアエレクトロニクス

ロングコーディング

62 リア左ドアエレクトロニクス

基本設定

62 リア左ドアエレクトロニクス

単独値読込み

63 運転席ボーディングアシスタンス

アダプテーション制御

63 運転席ボーディングアシスタンス

コーディングII

63 運転席ボーディングアシスタンス

コード制御

63 運転席ボーディングアシスタンス

セキュリティーアクセス

63 運転席ボーディングアシスタンス

レコードモジュール

63 運転席ボーディングアシスタンス

ログインコントロール

63 運転席ボーディングアシスタンス

ロングアダプテーション

63 運転席ボーディングアシスタンス

ロングコーディング

63 運転席ボーディングアシスタンス

基本設定

63 運転席ボーディングアシスタンス

単独値読込み

64 スタビライザー

アダプテーション制御

64 スタビライザー

コーディングII

64 スタビライザー

コード制御

64 スタビライザー

セキュリティーアクセス

64 スタビライザー

レコードモジュール
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64 スタビライザー

ログインコントロール

64 スタビライザー

基本設定

64 スタビライザー

単独値読込み

65 タイヤプレッシャーモニターリング

アダプテーション制御

65 タイヤプレッシャーモニターリング

コーディング

65 タイヤプレッシャーモニターリング

コーディングII

65 タイヤプレッシャーモニターリング

コード制御

65 タイヤプレッシャーモニターリング

セキュリティーアクセス

65 タイヤプレッシャーモニターリング

レコードモジュール

65 タイヤプレッシャーモニターリング

ログインコントロール

65 タイヤプレッシャーモニターリング

ロングアダプテーション

65 タイヤプレッシャーモニターリング

ロングコーディング

65 タイヤプレッシャーモニターリング

基本設定

65 タイヤプレッシャーモニターリング

単独値読込み

66 リア右シート調整

アダプテーション制御

66 リア右シート調整

コーディングII

66 リア右シート調整

コード制御

66 リア右シート調整

セキュリティーアクセス

66 リア右シート調整

レコードモジュール

66 リア右シート調整

ログインコントロール

66 リア右シート調整

ロングアダプテーション

66 リア右シート調整

ロングコーディング

66 リア右シート調整

基本設定

66 リア右シート調整

単独値読込み

67 ヴォイスコントロール

アダプテーション制御

67 ヴォイスコントロール

コーディングII

67 ヴォイスコントロール

コード制御

67 ヴォイスコントロール

セキュリティーアクセス

67 ヴォイスコントロール

レコードモジュール

67 ヴォイスコントロール

ログインコントロール

67 ヴォイスコントロール

ロングアダプテーション

67 ヴォイスコントロール

ロングコーディング

67 ヴォイスコントロール

基本設定

67 ヴォイスコントロール

単独値読込み

68 ワイパーエレクトロニクス

アダプテーション制御

68 ワイパーエレクトロニクス

コーディングII

68 ワイパーエレクトロニクス

コード制御

68 ワイパーエレクトロニクス

セキュリティーアクセス

68 ワイパーエレクトロニクス

レコードモジュール

68 ワイパーエレクトロニクス

ログインコントロール

68 ワイパーエレクトロニクス

ロングアダプテーション

68 ワイパーエレクトロニクス

ロングコーディング

68 ワイパーエレクトロニクス

基本設定

68 ワイパーエレクトロニクス

単独値読込み

69 トレーラーファンクション

アダプテーション制御

69 トレーラーファンクション

コーディング

69 トレーラーファンクション

コーディングII

69 トレーラーファンクション

コード制御

69 トレーラーファンクション

セキュリティーアクセス

69 トレーラーファンクション

レコードモジュール

69 トレーラーファンクション

ログインコントロール

69 トレーラーファンクション

ロングアダプテーション

69 トレーラーファンクション

ロングコーディング

69 トレーラーファンクション

基本設定
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69 トレーラーファンクション

単独値読込み

6C バックアップカメラ

アダプテーション制御

6C バックアップカメラ

コーディング

6C バックアップカメラ

コーディングII

6C バックアップカメラ

コード制御

6C バックアップカメラ

セキュリティーアクセス

6C バックアップカメラ

レコードモジュール

6C バックアップカメラ

ログインコントロール

6C バックアップカメラ

ロングアダプテーション

6C バックアップカメラ

ロングコーディング

6C バックアップカメラ

基本設定

6C バックアップカメラ

単独値読込み

6D トランクエレクトロニクス

アダプテーション制御

6D トランクエレクトロニクス

コーディング

6D トランクエレクトロニクス

コーディングII

6D トランクエレクトロニクス

コード制御

6D トランクエレクトロニクス

セキュリティーアクセス

6D トランクエレクトロニクス

レコードモジュール

6D トランクエレクトロニクス

ログインコントロール

6D トランクエレクトロニクス

ロングアダプテーション

6D トランクエレクトロニクス

ロングコーディング

6D トランクエレクトロニクス

基本設定

6D トランクエレクトロニクス

単独値読込み

6E ルーフディスプレー・コントロールヘッド

アダプテーション制御

6E ルーフディスプレー・コントロールヘッド

コーディングII

6E ルーフディスプレー・コントロールヘッド

コード制御

6E ルーフディスプレー・コントロールヘッド

セキュリティーアクセス

6E ルーフディスプレー・コントロールヘッド

レコードモジュール

6E ルーフディスプレー・コントロールヘッド

ログインコントロール

6E ルーフディスプレー・コントロールヘッド

ロングアダプテーション

6E ルーフディスプレー・コントロールヘッド

ロングコーディング

6E ルーフディスプレー・コントロールヘッド

基本設定

6E ルーフディスプレー・コントロールヘッド

単独値読込み

6F 制御コンビニエンス2

アダプテーション制御

6F 制御コンビニエンス2

コーディング

6F 制御コンビニエンス2

コーディングII

6F 制御コンビニエンス2

セキュリティーアクセス

6F 制御コンビニエンス2

レコードモジュール

6F 制御コンビニエンス2

ロングアダプテーション

6F 制御コンビニエンス2

ロングコーディング

6F 制御コンビニエンス2

基本設定

71 バッテリーチャージャー

アダプテーション制御

71 バッテリーチャージャー

コーディングII

71 バッテリーチャージャー

コード制御

71 バッテリーチャージャー

セキュリティーアクセス

71 バッテリーチャージャー

レコードモジュール

71 バッテリーチャージャー

ログインコントロール

71 バッテリーチャージャー

ロングアダプテーション

71 バッテリーチャージャー

ロングコーディング

71 バッテリーチャージャー

基本設定

71 バッテリーチャージャー

単独値読込み

72 リア右ドアエレクトロニクス

アダプテーション制御

72 リア右ドアエレクトロニクス

コーディングII

72 リア右ドアエレクトロニクス

コード制御
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72 リア右ドアエレクトロニクス

セキュリティーアクセス

72 リア右ドアエレクトロニクス

レコードモジュール

72 リア右ドアエレクトロニクス

ログインコントロール

72 リア右ドアエレクトロニクス

ロングアダプテーション

72 リア右ドアエレクトロニクス

ロングコーディング

72 リア右ドアエレクトロニクス

基本設定

72 リア右ドアエレクトロニクス

単独値読込み

73 助手席ボーディングアシスタンス

アダプテーション制御

73 助手席ボーディングアシスタンス

コーディングII

73 助手席ボーディングアシスタンス

コード制御

73 助手席ボーディングアシスタンス

セキュリティーアクセス

73 助手席ボーディングアシスタンス

レコードモジュール

73 助手席ボーディングアシスタンス

ログインコントロール

73 助手席ボーディングアシスタンス

ロングアダプテーション

73 助手席ボーディングアシスタンス

ロングコーディング

73 助手席ボーディングアシスタンス

基本設定

73 助手席ボーディングアシスタンス

単独値読込み

75 テレマティクス

アダプテーション制御

75 テレマティクス

コーディング

75 テレマティクス

コーディングII

75 テレマティクス

コード制御

75 テレマティクス

セキュリティーアクセス

75 テレマティクス

レコードモジュール

75 テレマティクス

ログインコントロール

75 テレマティクス

ロングアダプテーション

75 テレマティクス

ロングコーディング

75 テレマティクス

基本設定

75 テレマティクス

単独値読込み

76 パーキングエイド

アダプテーション制御

76 パーキングエイド

コーディングII

76 パーキングエイド

コード制御

76 パーキングエイド

セキュリティーアクセス

76 パーキングエイド

レコードモジュール

76 パーキングエイド

ログインコントロール

76 パーキングエイド

ロングアダプテーション

76 パーキングエイド

ロングコーディング

76 パーキングエイド

基本設定

76 パーキングエイド

単独値読込み

77 電話

アダプテーション制御

77 電話

コーディング

77 電話

コーディングII

77 電話

コード制御

77 電話

セキュリティーアクセス

77 電話

レコードモジュール

77 電話

ログインコントロール

77 電話

ロングアダプテーション

77 電話

ロングコーディング

77 電話

基本設定

77 電話

単独値読込み

78 右スライドドア

アダプテーション制御

78 右スライドドア

コーディングII

78 右スライドドア

コード制御

78 右スライドドア

セキュリティーアクセス

78 右スライドドア

レコードモジュール

●アウディ、セアト、シュコダ、フォルクスワーゲン

作業サポート(Ver 2021.06)

システム

項目名

78 右スライドドア

ログインコントロール

78 右スライドドア

基本設定

78 右スライドドア

単独値読込み

7D 補助ヒーター

アダプテーション制御

7D 補助ヒーター

コーディングII

7D 補助ヒーター

コード制御

7D 補助ヒーター

セキュリティーアクセス

7D 補助ヒーター

レコードモジュール

7D 補助ヒーター

ログインコントロール

7D 補助ヒーター

ロングアダプテーション

7D 補助ヒーター

ロングコーディング

7D 補助ヒーター

基本設定

7D 補助ヒーター

単独値読込み

7E インストルメントクラスタディスプレーユニット

アダプテーション制御

7E インストルメントクラスタディスプレーユニット

コーディングII

7E インストルメントクラスタディスプレーユニット

コード制御

7E インストルメントクラスタディスプレーユニット

セキュリティーアクセス

7E インストルメントクラスタディスプレーユニット

レコードモジュール

7E インストルメントクラスタディスプレーユニット

ログインコントロール

7E インストルメントクラスタディスプレーユニット

ロングアダプテーション

7E インストルメントクラスタディスプレーユニット

ロングコーディング

7E インストルメントクラスタディスプレーユニット

基本設定

7E インストルメントクラスタディスプレーユニット

単独値読込み

81 ギアシフト

コーディング

81 ギアシフト

セキュリティーアクセス

81 ギアシフト

基本設定

84 ナイトビュー

コーディング

84 ナイトビュー

セキュリティーアクセス

84 ナイトビュー

基本設定

85 車載カメラ

コーディング

85 車載カメラ

セキュリティーアクセス

85 車載カメラ

基本設定

88 運転席マルチコンタクトシート

コーディング

88 運転席マルチコンタクトシート

セキュリティーアクセス

88 運転席マルチコンタクトシート

基本設定

89 助手席マルチコンタクトシート

コーディング

89 助手席マルチコンタクトシート

セキュリティーアクセス

89 助手席マルチコンタクトシート

基本設定

8A リア運転席側マルチコンタクトシート

コーディング

8A リア運転席側マルチコンタクトシート

セキュリティーアクセス

8A リア運転席側マルチコンタクトシート

基本設定

8B アダプティブクルーズ2

コーディング

8B アダプティブクルーズ2

セキュリティーアクセス

8B アダプティブクルーズ2

基本設定

8C バッテリーエネルギーコントロールモジュール

アダプテーション制御

8C バッテリーエネルギーコントロールモジュール

コーディング

8C バッテリーエネルギーコントロールモジュール

セキュリティーアクセス

8C バッテリーエネルギーコントロールモジュール

基本設定

8D リア助手席側マルチコンタクトシート

コーディング

8D リア助手席側マルチコンタクトシート

セキュリティーアクセス

8D リア助手席側マルチコンタクトシート

基本設定

8E 画像処理

コーディング

8E 画像処理

セキュリティーアクセス

8E 画像処理

基本設定
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8F フロント左プリテンショナー

コーディング

8F フロント左プリテンショナー

セキュリティーアクセス

8F フロント左プリテンショナー

基本設定

90 フロント右プリテンショナー

コーディング

90 フロント右プリテンショナー

セキュリティーアクセス

90 フロント右プリテンショナー

基本設定

91-エンジン

DPF差圧センサー適応値リセット

91-エンジン

DPF静的再生時間

91-エンジン

DPF適応値リセット

91-エンジン

EGRバルブ設定

91-エンジン

アダプテーション制御

91-エンジン

コーディングII

91-エンジン

スロットルバルブ設定

91-エンジン

セキュリティーアクセス

91-エンジン

ターボチャージャー設定

91-エンジン

ファンベーン調整

91-エンジン

レコードモジュール

91-エンジン

ロングアダプテーション

91-エンジン

基本設定

91-エンジン

尿素水充填

91-エンジン

尿素水切れによる始動禁止リセット

93-イモビライザー

セキュリティーアクセス

96-インストルメントクラスター

サービスインターバルリセット

96-インストルメントクラスター

サービスリセット(km)

96-インストルメントクラスター

サービスリセット(日数)

9A-セントラルロック

アダプテーション制御

9A-セントラルロック

セキュリティーアクセス

A5 フロントセンサードライバーアシスタンス

アダプテーション制御

A5 フロントセンサードライバーアシスタンス

コーディング

A5 フロントセンサードライバーアシスタンス

コントロールユニットキャリブレーション

A5 フロントセンサードライバーアシスタンス

セキュリティーアクセス

A5 フロントセンサードライバーアシスタンス

フロントカメラキャリブレーション

A5 フロントセンサードライバーアシスタンス
A5 フロントセンサードライバーアシスタンス

基本設定
Calibrate driver assistance systems front camera

A9 ストラクチャーボーンサウンド

コーディング

A9 ストラクチャーボーンサウンド

セキュリティーアクセス

A9 ストラクチャーボーンサウンド

基本設定

AC リダクタントコントロール

コーディング

AC リダクタントコントロール

セキュリティーアクセス

AC リダクタントコントロール

基本設定

BB 運転席リアドアエレクトロニクス

アダプテーション制御

BB 運転席リアドアエレクトロニクス

コーディング

BB 運転席リアドアエレクトロニクス

セキュリティーアクセス

BB 運転席リアドアエレクトロニクス

基本設定

BC 助手席リアドアエレクトロニクス

アダプテーション制御

BC 助手席リアドアエレクトロニクス

コーディング

BC 助手席リアドアエレクトロニクス

セキュリティーアクセス

BC 助手席リアドアエレクトロニクス

基本設定

クイックサーチ(CAN対応システム)

クイックサーチ(CAN対応システム)

クイックサーチ(CAN対応システム)

クイックサーチ(UDS対応システム)

テクニカルインフォメーション

略語一覧

