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システム名 項目名

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　エア抜き

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　ステアリングアングルセンサー調整

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　ブレーキラインコネクション

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　圧力センサー

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　横Gセンサー

　ACC(アクティブクルーズコントロール) 　ACCセンサー起動

　ACSM(衝突セーフティーモジュール) 　エアバッグON(登録作業後)

　ACSM(衝突セーフティーモジュール) 　コーディングデータ読込

　ACSM-MRS(クラッシュセーフティーモジュール) 　コーディングデータ読込

　AIC(オートマチックインターバルコントロール) 　レインセンサー初期化

　AL(アクティブステアリング) 　アクティブステアリングスタートアップ

　AL(アクティブステアリング) 　アクティブステアリング起動

　AL(アクティブステアリング) 　アクティブステアリング起動/調整

　ALBBF(助手席側バックレスト) 　助手席アクティブバックレスト幅:初期化

　ALBFA(運転席側バックレスト) 　運転席アクティブバックレスト幅:初期化

　ARS(ダイナミックドライブ) 　センサー0点学習

　ARS(ダイナミックドライブ) 　センサーパラメーター学習

　BDC(ボディードメインコントローラー) 　インテリアライト自動アドレス設定

　BDC(ボディードメインコントローラー) 　ショールームモード

　BDC(ボディードメインコントローラー) 　ターミナル15 ON/OFF

　BDC(ボディードメインコントローラー) 　パワーウィンドウ初期化

　BDC(ボディードメインコントローラー) 　フロントライト電子ターン信号学習

　BDC(ボディードメインコントローラー) 　フロントワイパー初期化

　BDC(ボディードメインコントローラー) 　ライドハイトステータス値

　BDC(ボディードメインコントローラー) 　ライドハイトセンサー起動

　BDC(ボディードメインコントローラー) 　レインセンサー初期化

　CAS(カーアクセスシステム) 　CASリセット

　CAS(カーアクセスシステム) 　DME - CAS調整

　CAS(カーアクセスシステム) 　ELV内部故障回数リセット

　CAS(カーアクセスシステム) 　スターターロックリセット

　CAS(カーアクセスシステム) 　ターミナル15 ON/OFF

　CAS(カーアクセスシステム) 　表示モード

　CBSリセット 　CBS機能性(エンジンオイル異常)

　CBSリセット 　CBS状態表示

　CBSリセット 　エンジンオイル

　CBSリセット 　クーラント

　CBSリセット 　スパークプラグ

　CBSリセット 　ブレーキフルード

　CBSリセット 　フロントブレーキパッド

　CBSリセット 　マイクロフィルター

　CBSリセット 　リアブレーキパット

　CBSリセット 　慣らし運転点検OFF

　CBSリセット 　車検

　CBSリセット 　車両チェック
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　CBSリセット 　法定点検

　CIC(車両情報コンピューター) 　個人情報削除

　CIM(シャーシインテグレーションモジュール) 　ステアリングコラム補正

　CTM(カブリオレトップモジュール) 　ソフトトップ初期化

　DME(エンジン) 　DPF交換

　DME(エンジン) 　HFM適応リセット

　DME(エンジン) 　OBDレディネスコード

　DME(エンジン) 　アイドル回転数調整

　DME(エンジン) 　アイドル回転数適応

　DME(エンジン) 　インジェクター量調整

　DME(エンジン) 　エア抜き：燃料システム

　DME(エンジン) 　エアフローセンサー

　DME(エンジン) 　トルク調整開始

　DME(エンジン) 　基本設定、EGR

　DME(エンジン) 　適応値リセット

　DME(エンジン) 　燃料消費量計算調整

　DME(エンジン) 　燃料量平均値適応

　DME(エンジン) 　微粒子フィルター交換

　DME(エンジン) 　微粒子フィルター再生

　DME(エンジン) 　噴射量補正

　DME(エンジン) 　噴射量補正開始

　DME2(デジタルエンジンエレクトロニクス) 　VVT最小リフト適応リセット

　DME2(デジタルエンジンエレクトロニクス) 　バルブトロニック制限値学習

　DME2(デジタルエンジンエレクトロニクス) 　設定値クリア

　DSC(ダイナミックスタビリティーコントロール) 　DSCセンサー調整

　DSC(ダイナミックスタビリティーコントロール) 　エア抜き

　DSC(ダイナミックスタビリティーコントロール) 　エア抜き手順

　DSC(ダイナミックスタビリティーコントロール) 　ステアリングアングルセンサー調整

　DSC(ダイナミックスタビリティーコントロール) 　ブレーキラインミックスアップテスト

　DSC(ダイナミックスタビリティーコントロール) 　圧力センサー調整

　DSC(ダイナミックスタビリティーコントロール) 　自動エンコード

　EDC(エレクトロニックダンパーコントロール) 　ショックアブゾーバー調整

　EDC(エレクトロニックダンパーコントロール) 　初期設定

　EDCSHL(リア左エレクトロニックダンパーコントロール) 　上下加速度センサー機能点検(ダンパーサテライト)

　EDCSHR(リア右エレクトロニックダンパーコントロール) 　上下加速度センサー機能点検(ダンパーサテライト)

　EDCSVL(フロント左エレクトロニックダンパーコントロール) 　上下加速度センサー機能点検(ダンパーサテライト)

　EDCSVR(フロント右エレクトロニックダンパーコントロール) 　上下加速度センサー機能点検(ダンパーサテライト)

　EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール) 　EWSリセット

　EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール) 　HFM(エンジン)適応リセット

　EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール) 　オイルレベルチェック

　EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール) 　オイルレベル調整

　EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール) 　オイル交換

　EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール) 　バッテリーセンサー適応リセット

　EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール) 　メカトロニック補正
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　EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール) 　学習機能リセット

　EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール) 　全適応値リセット

　EHC(エレクトロニックハイトコントロール) 　エアサプライシステムチェック

　EHC(エレクトロニックハイトコントロール) 　エアスプリングベローズ充填

　EHC(エレクトロニックハイトコントロール) 　エアスプリングベローズ排出

　EHC(エレクトロニックハイトコントロール) 　コンプレッサーリレーチェック

　EHC(エレクトロニックハイトコントロール) 　ライドハイトセンサーチェック

　EHC(エレクトロニックハイトコントロール) 　省エネモード削除

　EHC(エレクトロニックライドハイトコントロール) 　エアサプライシステムチェック

　EHC(エレクトロニックライドハイトコントロール) 　エアスプリングベローズ充填

　EHC(エレクトロニックライドハイトコントロール) 　エアスプリングベローズ排出

　EHC(エレクトロニックライドハイトコントロール) 　コンプレッサーリレーチェック

　EHC(エレクトロニックライドハイトコントロール) 　ライドハイトセンサーチェック

　EHC(エレクトロニックライドハイトコントロール) 　省エネモード削除

　EKPS(エレクトロニックフューエルポンプコントロール) 　プロダクションモードリセット

　EMALI(左電動リール) 　電動モーター初期化

　EMARE(右電動リール) 　電動モーター初期化

　EME(電気機械エレクトロニクス) 　ローターポジションセンサー指示

　EMF(パーキングブレーキ) 　アセンブリーモード

　EMF(パーキングブレーキ) 　ポジショニング-トラベルチェック

　EMF(パーキングブレーキ) 　ワークショップベディングイン

　EMF(パーキングブレーキ) 　初期設定

　EMF(パーキングブレーキ) 　整備モード

　EPS(電気機械式パワーステアリング) 　ステアリング初期設定

　EPS(電気機械式パワーステアリング) 　限界値学習

　EWS(エレクトロニックイモビライザー) 　キーステータス

　EWS(エレクトロニックイモビライザー) 　製造日追加

　FEM(フロントエレクトロニックモジュール) 　レイン/ライト/ソーラー/結露センサー初期化

　FEM(フロントエレクトロニックモジュール) 　表示モード

　FRM(足元モジュール) 　ウィンドウレギュレーター初期化

　FRM(足元モジュール) 　エレクトリックステアリングロック初期化

　FRM(足元モジュール) 　エレクトリックステアリングロック部分的初期化

　FRM(足元モジュール) 　パワーウィンドウ初期化

　FRM(足元モジュール) 　ヘッドライトモジュール初期化/学習

　FRSF(長距離前方レーダーセンサー) 　ACCセンサー起動

　FZD(ルーフ機能センター) 　スライディング/チルトサンルーフ初期化

　FZD(ルーフ機能センター) 　スライド/チルトサンルーフ ルーフ初期化

　HKA(リアキャビンオートマチックエアコン) 　エアコンコンプレッサー試運転保護

　HKA(リアキャビンオートマチックエアコン) 　エバポ温度作動パラメーター

　HKFM(テールゲートファンクションモジュール) 　トランクリッドリスト初期化

　HKL(トランクリッドリフト) 　トランクリッドリスト初期化

　HKL(トランクリッドリフト) 　パワーテールゲート初期化

　HKL(自動ラゲッジコンパートメントリッドアクチュエーター) 　トランクリッドリスト初期化

　HKL(自動ラゲッジコンパートメントリッドアクチュエーター) 　パワーテールゲート初期化
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　HSR(リアアクスルスリップアングルコントロール) 　HSRローターポジションセンサー駆動

　HU-B 　個人情報削除

　HU-H(ハイヘッドユニット) 　SDARS作動(USのみ)

　HU-H(ハイヘッドユニット) 　個人情報削除

　ICM(インテグレーテッドシャーシマネージメント) 　初期設定

　IHKA(ヒーター エアコン) 　アドレスフラップモーター

　IHKA(ヒーター エアコン) 　エアコンコンプレッサー試運転保護

　IHKA(ヒーター エアコン) 　電子補助ヒーター解除

　IHKA(ヒーター エアコン) 　ヒートポンプ回路膨張弁補正

　IHKA(ヒーター エアコン) 　補助ヒーター解除

　IHKA(ヒーター エアコン) 　冷媒回路排水/充填

　IHKA(ヒーター エアコン) 　送風フラップモーターコーディング

　IHKA(ヒーター エアコン) 　送風フラップモーター補正

　JBE(ジャンクションボックスエレクトロニクス) 　テールゲートオープン

　JBE(ジャンクションボックスエレクトロニクス) 　レイン/ライト/ソーラー/結露センサー初期化

　KAFAS(カメラベース運転支援システム) 　校正

　KBM(ベーシックボディーモジュール) 　BCM校正

　KBM(ベーシックボディーモジュール) 　パワーウィンドウ初期化

　MRS(マルチレストレイントシステム) 　コーディングデータ読込

　NVE(ナイトビジョンエレクトロニクス) 　校正

　REM(リアエレクトロニックモジュール) 　パワーウィンドウ初期化

　RFK(リアビューカメラ) 　校正

　RLS(レイン ドライビングライトセンサー) 　レイン/ドライビングライトセンサー初期化

　RLS(レイン ドライビングライトセンサー) 　レインセンサー初期化

　RLS(レイン ドライビングライトセンサー) 　感度レベル

　RSE(リアシートエンターテイメント) 　ラジオリモートコントロール学習

　SGM-SIM(セーフティアンドインフォメーションモジュール) 　コーディングデータ読込

　SHD(サンルーフ) 　スライディング/チルトサンルーフ初期化

　SHD(サンルーフ) 　デリバリーポジション

　SMBF(助手席側シートモジュール) 　助手席シート初期化

　SMBFH(助手席側リアシートモジュール) 　シート初期化(助手席側リア)

　SME(バッテリーマネージメントエレクトロニクス) 　高電圧セーフティ状態

　SME(バッテリーマネージメントエレクトロニクス) 　高電圧バッテリーユニットスターティングアップ

　SMFA(運転席側シートモジュール) 　運転席シート初期化

　SMFA(運転席側シートモジュール) 　運転席シート前後調整初期化

　SMFAH(運転席側リアシートモジュール) 　シート初期化(運転席側リア)

　SWW(レーンチェンジ警告) 　レーンチェンジウォーニング

　SZL(スイッチングセンター ステアリングコラムスイッチセンター) 　ステアリングアングルセンサー調整

　SZL(スイッチングセンター ステアリングコラムスイッチセンター) 　振動モーター補正

　TLC(レーンデパーチャーウォーニング) 　レーンチェンジアシスタント補正

　TMBFH(後助手席側ドアモジュール) 　ウィンドウレギュレーター初期化

　TMBFT(助手席側ドアモジュール) 　ウィンドウレギュレーター初期化

　TMFAH(後運転席側ドアモジュール) 　ウィンドウレギュレーター初期化

　TMFAT(運転席側ドアモジュール) 　ウィンドウレギュレーター初期化
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　TRSVC(オールラウンドビューカメラ) 　オールアラウンドビューカメラ補正/学習

　VTG(トランスファーギアボックス) 　コントロールユニット交換

　WIM(ワイパーモジュール) 　ヘッドランプクリーニングシステムエア抜き

　WIM(ワイパーモジュール) 　取付け位置

　エンジンスタート 　スターターロックリセット

　エンジンスタート 　スターター交換登録

　サービスインターバルリセット 　サービスインターバルリセット

　テクニカルインフォメーション 　CBSリセット(手動方法)

　テクニカルインフォメーション 　リモートキー初期化

　テクニカルインフォメーション 　略語一覧

　トランスポートモード 　トランスポートモード

　バッテリー状態確認 　12Vバッテリー充電状態35アップ

　バッテリー状態確認 　バッテリー状態確認

　バッテリー交換登録 　バッテリー交換登録

　バッテリー交換登録 　バッテリー充電状態評価

　リセット状態有効 　パワーダウンコマンド

　閉回路監視評価 　閉回路電流モニタリング評価


