
●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 2022.02)
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

　０２　トランスミッションエレクトロニクス 　ギアシフト位置の学習

　０２　トランスミッションエレクトロニクス 　クラッチのグラインディング（こすり合わせ）点学習

　０２　トランスミッションエレクトロニクス 　トランスミッション油圧システムの減圧

　０２　トランスミッションエレクトロニクス 　クラッチ交換

　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

　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
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　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

　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
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　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

　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
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　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

　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

　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
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　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

　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
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　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

　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
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　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

　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
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　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

　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
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　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

　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
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　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

　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
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　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

　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

　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
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　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

　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
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システム 項目名

　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

　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
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システム 項目名

　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

　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

　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
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システム 項目名

　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

　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



●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 2022.02)
システム 項目名

　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 　基本設定

　Ａ５　フロントセンサードライバーアシスタンス 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


