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システム 項目名 説明

 ｴﾝｼﾞﾝ  DPF再生  DPF再生を実施します｡

 ｴﾝｼﾞﾝ  EVAPﾘｰｸﾓﾆﾀｰ

 ｴﾝｼﾞﾝ  ｲﾝｼﾞｪｸﾀｰID登録  ｲﾝｼﾞｪｸﾀｰID登録を実施します｡

 ｴﾝｼﾞﾝ  ｴﾝｼﾞﾝ - VIN書込み  ｴﾝｼﾞﾝECUにVINを書込みます｡

 ｴﾝｼﾞﾝ  ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ情報

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

 ｴﾝｼﾞﾝ  ｽﾀｰﾀｰｶｳﾝﾀｰ初期化

 ｴﾝｼﾞﾝ  ｽﾀｰﾀｰｶｳﾝﾀｰ配線

 ｴﾝｼﾞﾝ  ﾀｲﾐﾝｸﾞﾁｪｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ

 ｴﾝｼﾞﾝ  ﾃｽﾄ

 ｴﾝｼﾞﾝ  学習

 ｴﾝｼﾞﾝ  学習値初期化  ｴﾝｼﾞﾝに関する全学習値を初期化します｡

 ｴﾝｼﾞﾝ  車両ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ

 KOS_ｲﾓﾋﾞﾗｲｻﾞｰ_ｷｰﾚｽ  KOSｷｰ登録

 KOS_ｲﾓﾋﾞﾗｲｻﾞｰ_ｷｰﾚｽ  ｴﾝｼﾞﾝｽｲｯﾁｺﾝﾄﾛｰﾙ

 KOS_ｲﾓﾋﾞﾗｲｻﾞｰ_ｷｰﾚｽ  ｷｰ&KOS:ｷｰ登録

 KOS_ｲﾓﾋﾞﾗｲｻﾞｰ_ｷｰﾚｽ  ｷｰﾚｽID登録  ｷｰﾚｽの登録を実施します｡

 KOS_ｲﾓﾋﾞﾗｲｻﾞｰ_ｷｰﾚｽ  ｷｰﾚｽ受信確認

 KOS_ｲﾓﾋﾞﾗｲｻﾞｰ_ｷｰﾚｽ  ｷｰ登録  ｷｰの登録を実施します｡

 KOS_ｲﾓﾋﾞﾗｲｻﾞｰ_ｷｰﾚｽ  ｷｰ登録(ｴﾝｼﾞﾝ)

 KOS_ｲﾓﾋﾞﾗｲｻﾞｰ_ｷｰﾚｽ  ｷｰ登録､VIN書込み  ｷｰの登録を実施します｡

 KOS_ｲﾓﾋﾞﾗｲｻﾞｰ_ｷｰﾚｽ  ｼｬｰｼ番号/VIN書込

 KOS_ｲﾓﾋﾞﾗｲｻﾞｰ_ｷｰﾚｽ  ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾛｯｸﾕﾆｯﾄ登録

 KOS_ｲﾓﾋﾞﾗｲｻﾞｰ_ｷｰﾚｽ  強制電源供給出力

 KOS_ｲﾓﾋﾞﾗｲｻﾞｰ_ｷｰﾚｽ  強制電源供給出力(停止)

 KOS_ｲﾓﾋﾞﾗｲｻﾞｰ_ｷｰﾚｽ  追加ｷｰ登録(ｷｰ使用)  ｷｰの登録を実施します｡

 KOS_ｲﾓﾋﾞﾗｲｻﾞｰ_ｷｰﾚｽ  通信ﾃｽﾄ  KOSに関する通信ﾃｽﾄを実施します｡

 SRSｴｱﾊﾞｯｸﾞ  SRS ECU初期化  SRSｴｱﾊﾞｯｸﾞECUを初期化します｡

 SRSｴｱﾊﾞｯｸﾞ  ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ情報

 SRSｴｱﾊﾞｯｸﾞ  ｼｬｰｼ番号/VIN(車両識別番号)書込み  ｼｬｰｼ番号/VINを書き込みます｡

 ELC-AT_CVT_TC-SST  ACD SAS校正  ACD装備車のｽﾃｱﾘﾝｸﾞｱﾝｸﾞﾙｾﾝｻｰ校正を実施します｡



●三菱 作業サポート(ver 2021.10)
システム 項目名 説明

 ELC-AT_CVT_TC-SST  AS&G許可条件  ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ&ｺﾞｰの許可条件を設定します｡

 ELC-AT_CVT_TC-SST  CVTｵｲﾙ劣化ﾚﾍﾞﾙ  CVTｵｲﾙ劣化ﾚﾍﾞﾙをｸﾘｱします｡

 ELC-AT_CVT_TC-SST  ｴﾝｼﾞﾝ - VIN書込み

 ELC-AT_CVT_TC-SST  ｷﾞｱ

 ELC-AT_CVT_TC-SST  ｸﾗｯﾁ

 ELC-AT_CVT_TC-SST  ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ学習ﾓｰﾄﾞ

 ELC-AT_CVT_TC-SST  ﾃｽﾄ

 ELC-AT_CVT_TC-SST  学習値初期化

 ELC-AT_CVT_TC-SST  車両ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ

 ELC-AT_CVT_TC-SST  電動ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟｴｱ抜き

 ELC-AT_CVT_TC-SST  排出ｶﾞｽﾓｰﾄﾞ  排出ｶﾞｽﾓｰﾄﾞの点検を実施します｡

 ELC-AT_CVT_TC-SST  補正値ﾘｾｯﾄ

 ABS_ASC_ASTC_WSS  ACD SAS校正  ACD装備車のｽﾃｱﾘﾝｸﾞｱﾝｸﾞﾙｾﾝｻｰ校正を実施します｡

 ABS_ASC_ASTC_WSS  SASｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ  ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｱﾝｸﾞﾙｾﾝｻｰ校正を実施します｡

 ABS_ASC_ASTC_WSS  ﾊﾞﾙﾌﾞ圧学習

 ABS_ASC_ASTC_WSS  ﾖｰﾚｰﾄｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟﾘｾｯﾄ

 ABS_ASC_ASTC_WSS  横Gｾﾝｻｰ校正  横Gｾﾝｻ校正を実施します｡

 ABS_ASC_ASTC_WSS  排出ｶﾞｽﾓｰﾄﾞ  排出ｶﾞｽﾓｰﾄﾞの点検を実施します｡

 AYC_ACD
(ｱｸﾃｨﾌﾞﾖｰｺﾝﾄﾛｰﾙ_ｱｸﾃｨﾌﾞｾﾝﾄﾗﾙﾃﾞｨﾌｧﾚﾝｼｬﾙ)

 ACD SAS校正  ACD装備車のｽﾃｱﾘﾝｸﾞｱﾝｸﾞﾙｾﾝｻｰ校正を実施します｡

 AYC_ACD
(ｱｸﾃｨﾌﾞﾖｰｺﾝﾄﾛｰﾙ_ｱｸﾃｨﾌﾞｾﾝﾄﾗﾙﾃﾞｨﾌｧﾚﾝｼｬﾙ)

 ACD ｴｱ抜き  ACDｴｱ抜きを実施します｡

 AYC_ACD
(ｱｸﾃｨﾌﾞﾖｰｺﾝﾄﾛｰﾙ_ｱｸﾃｨﾌﾞｾﾝﾄﾗﾙﾃﾞｨﾌｧﾚﾝｼｬﾙ)

 ﾃｽﾄ

 ﾌﾙｵｰﾄｴｱｺﾝ  ﾃｽﾄ

 ﾌﾙｵｰﾄｴｱｺﾝ  学習値初期化

 ETACS  HS初期位置 ｸﾘｱ

 ETACS  HS初期位置 学習

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

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

 ETACS  ｶｽﾀﾏｲｽﾞ  ETACSに関連するｶｽﾀﾏｲｽﾞを実施します｡

 ETACS  ｶｽﾀﾏｲｽﾞﾘｾｯﾄ  ETACSに関連するｶｽﾀﾏｲｽﾞをﾘｾｯﾄします｡

 ETACS  ｷｰﾚｽID登録  ｷｰﾚｽの登録を実施します｡

 ETACS  ｷｰﾚｽ受信確認
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 ETACS  ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ  ETACSの車両ﾃﾞｰﾀのｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞを実施します｡

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

 ETACS  ｾｷｭﾘﾃｨｱﾗｰﾑ

 ETACS  学習値初期化

 ETACS  盗難警告設定  盗難警告装置を設定します｡

 ﾒｰﾀｰ  ｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾃｯﾄﾞ調整値

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

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

 ﾒｰﾀｰ  ｻｰﾋﾞｽﾘｾｯﾄ(AUTO)

 ﾒｰﾀｰ  ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄﾘﾏｲﾝﾀﾞ

 ﾒｰﾀｰ  ﾀｰﾝｼｸﾞﾅﾙ音ｶｽﾀﾏｲｽﾞ  ﾀｰﾝｼｸﾞﾅﾙ音をｶｽﾀﾏｲｽﾞします｡

 ﾒｰﾀｰ  ﾃｽﾄ

 ﾒｰﾀｰ  ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟｵｰﾄﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ診断ﾓｰﾄﾞ

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

 ﾒｰﾀｰ  次回警告ｷｬﾝｾﾙ  次回の定期警告をｷｬﾝｾﾙします｡

 ﾒｰﾀｰ  定期警告設定  ｻｰﾋﾞｽｽｹｼﾞｭｰﾙの仕様を変更します｡

 ﾒｰﾀｰ  任意間隔警告設定  任意間隔で点検警告の設定をします｡

 RHT_ﾄｯﾌﾟｽﾀｯｸ  学習

 RHT_ﾄｯﾌﾟｽﾀｯｸ  機能ﾃｽﾄ  RHT･ﾄｯﾌﾟｽﾀｯｸの機能ﾃｽﾄを実施します｡

 ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｱﾝｸﾞﾙｾﾝｻｰ  SASｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ  ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｱﾝｸﾞﾙｾﾝｻｰ校正を実施します｡

 ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｱﾝｸﾞﾙｾﾝｻｰ  舵角ｾﾝｻｰｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ  ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｱﾝｸﾞﾙｾﾝｻｰ校正を実施します｡

 4WD_AWC  ﾃｽﾄ

 4WD_AWC  学習値初期化

 AFS_ACL_ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ  HS初期位置 ｸﾘｱ

 AFS_ACL_ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ  HS初期位置 学習

 OSS(ﾜﾝﾀｯﾁｽﾀｰﾄｼｽﾃﾑ)  KOSｷｰ登録

 OSS(ﾜﾝﾀｯﾁｽﾀｰﾄｼｽﾃﾑ)  ｴﾝｼﾞﾝｽｲｯﾁｺﾝﾄﾛｰﾙ

 OSS(ﾜﾝﾀｯﾁｽﾀｰﾄｼｽﾃﾑ)  ｷｰ登録(ｴﾝｼﾞﾝ)

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

 OSS(ﾜﾝﾀｯﾁｽﾀｰﾄｼｽﾃﾑ)  ｼｬｰｼ番号/VIN書込

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

 OSS(ﾜﾝﾀｯﾁｽﾀｰﾄｼｽﾃﾑ)  通信ﾃｽﾄ

 ｺｰﾅｰｾﾝｻｰ_ｿﾅｰ  ﾌﾞｻﾞｰ音量調整

 ｺｰﾅｰｾﾝｻｰ_ｿﾅｰ  ﾄﾚｰﾗｰﾋｯﾁ

 OCM(乗員識別ｼｽﾃﾑ)  0ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ&ｼｽﾃﾑﾃｽﾄ

 CAN_LIN_SWSｺﾝﾊﾞｰﾀｰ  ｶｽﾀﾏｲｽﾞ

 CAN_LIN_SWSｺﾝﾊﾞｰﾀｰ  学習値初期化

 ｲﾓﾋﾞﾗｲｻﾞｰ  KOSｷｰ登録

 ｲﾓﾋﾞﾗｲｻﾞｰ  ｷｰ登録  ｷｰの登録を実施します｡

 ｲﾓﾋﾞﾗｲｻﾞｰ  ｷｰ登録､VIN書込み  ｷｰの登録を実施します｡

 ｲﾓﾋﾞﾗｲｻﾞｰ  ｼｬｰｼ番号/VIN(車両識別番号)書込み  ｼｬｰｼ番号/VINを書き込みます｡

 ｲﾓﾋﾞﾗｲｻﾞｰ  ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾛｯｸﾕﾆｯﾄ登録

 ｲﾓﾋﾞﾗｲｻﾞｰ  通信ﾃｽﾄ

 CMU1(ｾﾙﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄﾕﾆｯﾄ)  学習値初期化

 CMU2  学習値初期化

 CMU3  学習値初期化

 CMU4  学習値初期化

 CMU5  学習値初期化

 CMU6  学習値初期化

 CMU7  学習値初期化

 CMU8  学習値初期化

 CMU9  学習値初期化

 CMU10  学習値初期化

 CMU11  学習値初期化

 CMU12  学習値初期化

 ﾚｰﾝｷｰﾌﾟ  学習

 ﾚｰﾝｷｰﾌﾟ  学習値初期化

 ACC_FCM  学習

 ACC_FCM  学習値初期化

 MiEVﾘﾓｰﾄｼｽﾃﾑ  EV/MiEVﾘﾓｰﾄｶｽﾀﾏｲｽﾞ

 MiEVﾘﾓｰﾄｼｽﾃﾑ  ﾜｲﾔﾚｽLAN情報
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 ﾀｲﾔ空気圧監視ｼｽﾃﾑ  ﾀｲﾔ空気圧ｾﾝｻｰID確認

 ﾀｲﾔ空気圧監視ｼｽﾃﾑ  ﾀｲﾔ空気圧ｾﾝｻｰID登録

 BMU(ﾊﾞｯﾃﾘｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾕﾆｯﾄ)  ﾊﾞｯﾃﾘｰﾒﾝﾃﾅﾝｽ機能

 BMU(ﾊﾞｯﾃﾘｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾕﾆｯﾄ)  学習値初期化

 ﾏﾙﾁｱﾗｳﾝﾄﾞﾓﾆﾀｰ  ｷｬﾘﾌﾞﾏｰｶｰ範囲表示  ﾏﾙﾁｱﾗｳﾝﾄﾞﾓﾆﾀｰのﾏｰｶｰ範囲表示を設定します｡

 ﾏﾙﾁｱﾗｳﾝﾄﾞﾓﾆﾀｰ  ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ  ﾏﾙﾁｱﾗｳﾝﾄﾞﾓﾆﾀｰも設定を行います｡

 ﾏﾙﾁｱﾗｳﾝﾄﾞﾓﾆﾀｰ  ﾌﾛﾝﾄ&ﾊﾞｰﾄﾞｱｲﾋﾞｭｰ強制表示  ﾌﾛﾝﾄ&ﾊﾞｰﾄﾞｱｲﾋﾞｭｰ視点の強制表示を行います｡

 ﾏﾙﾁｱﾗｳﾝﾄﾞﾓﾆﾀｰ  学習値初期化

 FCM_LDW_AHB  ﾃｽﾄ

 FCM_LDW_AHB  学習

 ﾌﾛﾝﾄｶﾒﾗ  ｶﾒﾗｴｰﾐﾝｸﾞ  ﾌﾛﾝﾄｶﾒﾗの調整を行います｡

 ﾌﾛﾝﾄｶﾒﾗ  ｴｰﾐﾝｸﾞｽﾞﾚ確認

 BSW(後側方車両検知警報ｼｽﾃﾑ)  ﾃｽﾄ

 BSW(後側方車両検知警報ｼｽﾃﾑ) ｻﾌﾞ  ﾃｽﾄ

 HUD  ﾃｽﾄ

 HUD  作動ﾁｪｯｸ

 DCU  ｱﾝﾓﾆｱﾊﾟｰｼﾞ

 DCU  DPF再生

 DCU  学習値初期化

 DCU  ﾎﾟﾝﾌﾟ初期充填

 DCU  ﾃｽﾄ

 DCU  積算尿素噴射量書込み


