
●GMUSA　作業サポート(Ver 2022.02)
システム 項目名

　シャーシ（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　ＥＢＣＭ） 　オートエア抜き

　シャーシ（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　ＥＢＣＭ） 　オートエア抜き

　シャーシ（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　ＥＢＣＭ） 　ステアリングポジションセンサー補正

　シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロールなし） 　オートエア抜き

　シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロール付き） 　オートエア抜き

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　オートエア抜き

　シャーシ（ＡＢＳ／ＴＣＳ） 　オートエア抜き

　シャーシ（ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ
（アンチロックブレーキシステム　トラクションコントロールシステム　ビークルスタビリティーエンハンスメントシステム））

　ヨーレートセンサー再補正

　シャーシ（ＤＲＰ　ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ） 　ＢＰＰセンサー補正

　シャーシ（ＥＢＣＭ　トレイラーブレーキ付き） 　オートエア抜き

　シャーシ（ＥＢＣＭ　トレイラーブレーキ付き） 　ブレーキ圧力センサー補正

　シャーシ（ＥＢＣＭ　トレイラーブレーキ付き） 　ヨーレートセンサー再補正

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ以上）） 　オートエア抜き

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ以上）） 　ヨーレートセンサー再補正

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満）） 　オートエア抜き

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満）） 　ブレーキ圧力センサー補正

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満）） 　ヨーレートセンサー再補正

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満でＶＳＥＳなし）） 　オートエア抜き

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満でＶＳＥＳなし）） 　ブレーキ圧力センサー補正

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満でＶＳＥＳなし）） 　ヨーレートセンサー再補正

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満でＶＳＥＳ付き）） 　オートエア抜き

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満でＶＳＥＳ付き）） 　ブレーキ圧力センサー補正

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満でＶＳＥＳ付き）） 　ヨーレートセンサー再補正

　シャーシ（ＥＢＣＭ距離感知　未装備） 　オートブレーキ　エア抜き

　シャーシ（ＥＢＣＭ距離感知　未装備） 　ステアリングホイールアングルセンサー学習

　シャーシ（ＥＢＣＭ距離感知　未装備） 　ブレーキ圧力センサー調整

　シャーシ（ＥＢＣＭ距離感知　未装備） 　フロント右ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（ＥＢＣＭ距離感知　未装備） 　フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（ＥＢＣＭ距離感知　未装備） 　フロント左ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（ＥＢＣＭ距離感知　未装備） 　フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（ＥＢＣＭ距離感知　未装備） 　リア右ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（ＥＢＣＭ距離感知　未装備） 　リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（ＥＢＣＭ距離感知　未装備） 　リア左ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（ＥＢＣＭ距離感知　未装備） 　リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（ＥＢＣＭ距離感知（ＫＳＧ）） 　オートブレーキ　エア抜き

　シャーシ（ＥＢＣＭ距離感知（ＫＳＧ）） 　ステアリングホイールアングルセンサー学習

　シャーシ（ＥＢＣＭ距離感知（ＫＳＧ）） 　ブレーキ圧力センサー調整

　シャーシ（ＥＢＣＭ距離感知（ＫＳＧ）） 　フロント右ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（ＥＢＣＭ距離感知（ＫＳＧ）） 　フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（ＥＢＣＭ距離感知（ＫＳＧ）） 　フロント左ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（ＥＢＣＭ距離感知（ＫＳＧ）） 　フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（ＥＢＣＭ距離感知（ＫＳＧ）） 　リア右ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（ＥＢＣＭ距離感知（ＫＳＧ）） 　リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（ＥＢＣＭ距離感知（ＫＳＧ）） 　リア左ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（ＥＢＣＭ距離感知（ＫＳＧ）） 　リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（Ｔｅｖｅｓ制電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし） 　オートエア抜き

　シャーシ（Ｔｅｖｅｓ制電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き） 　オートエア抜き

　シャーシ（Ｔｅｖｅｓ電子ブレーキコントロールモジュール） 　オートエア抜き

　シャーシ（エアサスペンション） 　トリムハイト校正

　シャーシ（エレクトリックパワーステアリングコントロールモジュール） 　アクティブプル補正学習制限クリア

　シャーシ（エレクトロニックブレーキコントロールモジュール　バージョン　１） 　オートブレーキ　エア抜き

　シャーシ（エレクトロニックブレーキコントロールモジュール　バージョン　１） 　フロント右ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（エレクトロニックブレーキコントロールモジュール　バージョン　１） 　フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（エレクトロニックブレーキコントロールモジュール　バージョン　１） 　フロント左ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（エレクトロニックブレーキコントロールモジュール　バージョン　１） 　フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（エレクトロニックブレーキコントロールモジュール　バージョン　１） 　リア右ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（エレクトロニックブレーキコントロールモジュール　バージョン　１） 　リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（エレクトロニックブレーキコントロールモジュール　バージョン　１） 　リア左ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（エレクトロニックブレーキコントロールモジュール　バージョン　１） 　リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（エレクトロニックブレーキコントロールモジュール　バージョン　２） 　ステアリングホイールアングルセンサー学習

　シャーシ（エレクトロニックブレーキコントロールモジュール　バージョン　２） 　フロント右ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（エレクトロニックブレーキコントロールモジュール　バージョン　２） 　フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（エレクトロニックブレーキコントロールモジュール　バージョン　２） 　フロント左ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（エレクトロニックブレーキコントロールモジュール　バージョン　２） 　フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（エレクトロニックブレーキコントロールモジュール　バージョン　２） 　リア右ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（エレクトロニックブレーキコントロールモジュール　バージョン　２） 　リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（エレクトロニックブレーキコントロールモジュール　バージョン　２） 　リア左ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（エレクトロニックブレーキコントロールモジュール　バージョン　２） 　リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（サスペンションコントロールモジュール） 　サスペンションポジションセンサートリムハイト

　シャーシ（サスペンションコントロールモジュール） 　フロントサスペンションポジションセンサートリムハイト

　シャーシ（サスペンションコントロールモジュール） 　リアサスペンションポジションセンサートリムハイト

　シャーシ（サスペンションコントロールモジュール） 　加圧システム

　シャーシ（サスペンションコントロールモジュール） 　減圧システム

　シャーシ（ステアリングホイール　コラム） 　オイルライフリセット

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール　シャーシエクスペンションＣＡＮバス） 　ステアリングホイールアングルセンサーリセット

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール　シャーシエクスペンションＣＡＮバス） 　ステアリングホイールアングルセンサー学習



●GMUSA　作業サポート(Ver 2022.02)
システム 項目名

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール　高速ＣＡＮバス） 　ステアリングホイールアングルセンサーリセット

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール　高速ＣＡＮバス） 　ステアリングホイールアングルセンサー学習

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　ステアリングホイールアングルセンサーリセット

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　ステアリングホイールアングルセンサー学習

　シャーシ（タイヤ空気圧モニター） 　ＩＰＣ設定

　シャーシ（タイヤ空気圧モニター） 　ＲＦＡ設定

　シャーシ（タイヤ空気圧モニター） 　センサー位置学習

　シャーシ（ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール） 　距離検知クルーズコントロールモジュール

　シャーシ（トラクションコントロールなし） 　オートエア抜き

　シャーシ（トラクションコントロールなしＡＢＳ） 　オートエア抜き

　シャーシ（トラクションコントロール付き） 　オートエア抜き

　シャーシ（トラクションコントロール付きＡＢＳ） 　オートエア抜き

　シャーシ（パーキングブレーキコントロールモジュール） 　パーキングブレーキアクチュエーターＤＴＣリセット

　シャーシ（パーキングブレーキコントロールモジュール） 　パーキングブレーキケーブルサービスリリース

　シャーシ（パーキングブレーキコントロールモジュール） 　パーキングブレーキケーブルサービス適応

　シャーシ（パーキングブレーキコントロールモジュール） 　パーキングブレーキケーブル交換手順

　シャーシ（パーキングブレーキコントロールモジュール） 　パーキングブレーキシューサービスリセット

　シャーシ（パーキングブレーキコントロールモジュール） 　パーキングブレーキスイッチ

　シャーシ（パーキングブレーキコントロールモジュール） 　パーキングブレーキ補正

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール　ＰＳＣＭ　－　グローバル　Ａ　－　ＥＰＳ） 　ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール　ＰＳＣＭ　－　グローバル　Ａ　－　ＥＰＳ） 　パワーステアリングソフト停止リセット

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール　ＰＳＣＭ　－　グローバル　Ａ　－　ＥＰＳ） 　パワーステアリングソフト停止学習

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール　ＰＳＣＭバージョン　－　ＥＰＳ） 　ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール　ＰＳＣＭバージョン　－　ＥＰＳ） 　パワーステアリングソフト停止リセット

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール　ＰＳＣＭバージョン　－　ＥＰＳ） 　パワーステアリングソフト停止学習

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール　ＴＲＷ　ベルトドライブ　－　グローバル　Ａ　ＥＰＳ） 　ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール　ＴＲＷベルト駆動バージョン　－　ＥＰＳ） 　ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール（ＲＰＯ　ＪＬ７付き）） 　ＰＳＣＭ校正手順

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール（ＲＰＯ　ＪＬ７付き）） 　アクチュエーター脱着手順

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール（ＲＰＯ　ＪＬ７付き）） 　新しいアクチュエーター設定

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　アクティブプル補正学習制限クリア

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　コントロールモジュールリセット

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　ステアリングアングルメモリークリア

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　ステアリングギア学習値リセット

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　ステアリングギア交換手順

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　ステアリングチューニング選択

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　ステアリングホイールアングルセンサーリセット

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　ステアリングホイールアングルセンサー学習

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　ステアリングポジション／トルクセンサー補正

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　ステアリングポジションセンサー補正

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　ソフトストップ消去

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　トルクセンサー校正

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　パワーステアリングソフト停止リセット

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　パワーステアリングソフト停止学習

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　パワーステアリング圧力センサー学習

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　ヨーレートセンサーリセット

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　ヨーレートセンサー学習

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　学習値リセット

　シャーシ（ビークルスタビリティーコントロールモジュール（ＲＰＯ　ＪＬ７付き）） 　ＶＳＣＭパワーステアリングリセット

　シャーシ（ブレーキシステムコントロールモジュール） 　オートブレーキ　エア抜き

　シャーシ（ブレーキシステムコントロールモジュール） 　ステアリングホイールアングルセンサーオフセット補正

　シャーシ（ブレーキシステムコントロールモジュール） 　ステアリングホイールアングルセンサー学習

　シャーシ（ブレーキシステムコントロールモジュール） 　パーキングブレーキ補正

　シャーシ（ブレーキシステムコントロールモジュール） 　ブレーキシステムプランジャーモーターポジションセンサー学習

　シャーシ（ブレーキシステムコントロールモジュール） 　ブレーキシステムプランジャー圧力上昇始点学習

　シャーシ（ブレーキシステムコントロールモジュール） 　ブレーキペダルストロークセンサー学習

　シャーシ（ブレーキシステムコントロールモジュール） 　ブレーキ圧力センサー調整

　シャーシ（ブレーキシステムコントロールモジュール） 　フロントアクスルブレーキパッドライフモニタリングリセット

　シャーシ（ブレーキシステムコントロールモジュール） 　リアアクスルブレーキパッドライフモニタリングリセット

　シャーシ（ブレーキシステムコントロールモジュール） 　リアブレーキキャリパーピストン拡張

　シャーシ（ブレーキシステムコントロールモジュール） 　リアブレーキキャリパーピストン格納

　シャーシ（ブレーキシステムコントロールモジュール） 　車両ダイナミックセンサーオフセット補正

　シャーシ（ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし） 　オートエア抜き

　シャーシ（ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き） 　オートエア抜き

　シャーシ（ボッシュ電子ブレーキコントロールモジュール） 　オートエア抜き

　シャーシ（多軸加速度センサーモジュール） 　ヨーレートセンサーリセット

　シャーシ（多軸加速度センサーモジュール） 　ヨーレートセンサー学習

　シャーシ（電子サスペンションコントロール） 　オートレベルコントロールテスト

　シャーシ（電子サスペンションコントロール） 　ダンパーアクチュエーターテスト

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　Ｂｏｓｃｈ　ＧＥＮ　９） 　オートブレーキ　エア抜き

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　Ｂｏｓｃｈ　ＧＥＮ　９） 　ステアリングホイールアングルセンサー学習

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　Ｂｏｓｃｈ　ＧＥＮ　９） 　ブレーキ圧力センサー調整

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　Ｂｏｓｃｈ　ＧＥＮ　９） 　フロント右ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　Ｂｏｓｃｈ　ＧＥＮ　９） 　フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　Ｂｏｓｃｈ　ＧＥＮ　９） 　フロント左ＡＢＳソレノイドバルブ
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　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　Ｂｏｓｃｈ　ＧＥＮ　９） 　フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　Ｂｏｓｃｈ　ＧＥＮ　９） 　リアブレーキキャリパーピストン拡張

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　Ｂｏｓｃｈ　ＧＥＮ　９） 　リアブレーキキャリパーピストン格納

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　Ｂｏｓｃｈ　ＧＥＮ　９） 　リア右ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　Ｂｏｓｃｈ　ＧＥＮ　９） 　リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　Ｂｏｓｃｈ　ＧＥＮ　９） 　リア左ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　Ｂｏｓｃｈ　ＧＥＮ　９） 　リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　Ｃｏｎｔｉ　ＭＫ１００） 　オートブレーキ　エア抜き

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　Ｃｏｎｔｉ　ＭＫ１００） 　ステアリングホイールアングルセンサー学習

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　Ｃｏｎｔｉ　ＭＫ１００） 　ブレーキ圧力センサー調整

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　Ｃｏｎｔｉ　ＭＫ１００） 　フロント右ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　Ｃｏｎｔｉ　ＭＫ１００） 　フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　Ｃｏｎｔｉ　ＭＫ１００） 　フロント左ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　Ｃｏｎｔｉ　ＭＫ１００） 　フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　Ｃｏｎｔｉ　ＭＫ１００） 　ヨーレートセンサー学習

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　Ｃｏｎｔｉ　ＭＫ１００） 　リア右ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　Ｃｏｎｔｉ　ＭＫ１００） 　リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　Ｃｏｎｔｉ　ＭＫ１００） 　リア左ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　Ｃｏｎｔｉ　ＭＫ１００） 　リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　その他） 　オートブレーキ　エア抜き

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　その他） 　ステアリングホイールアングルセンサー学習

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　その他） 　パーキングブレーキ補正

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　その他） 　フロント右ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　その他） 　フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　その他） 　フロント左ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　その他） 　フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　その他） 　リアブレーキキャリパーピストン拡張

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　その他） 　リアブレーキキャリパーピストン格納

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　その他） 　リア右ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　その他） 　リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　その他） 　リア左ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　その他） 　リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし） 　オートエア抜き

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き） 　オートエア抜き

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き） 　ステアリングポジションセンサー補正

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　ベルト駆動電動パワーステアリング（ＮＪ２）） 　ステアリングホイールアングルセンサー学習

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　ベルト駆動電動パワーステアリング（ＮＪ２）） 　ヨーレートセンサーリセット

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　車両安定システム装備） 　オートブレーキ　エア抜き

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　車両安定システム装備） 　ステアリングホイールアングルセンサー学習

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　車両安定システム装備） 　パーキングブレーキ補正

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　車両安定システム装備） 　ブレーキ圧力センサー調整

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　車両安定システム装備） 　フロント右ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　車両安定システム装備） 　フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　車両安定システム装備） 　フロント左ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　車両安定システム装備） 　フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　車両安定システム装備） 　リアブレーキキャリパーピストン拡張

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　車両安定システム装備） 　リアブレーキキャリパーピストン格納

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　車両安定システム装備） 　リア右ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　車両安定システム装備） 　リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　車両安定システム装備） 　リア左ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　車両安定システム装備） 　リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　車両安定システム未装備） 　パーキングブレーキ補正

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　車両安定システム未装備） 　フロント右ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　車両安定システム未装備） 　フロント左ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　車両安定システム未装備） 　リアブレーキキャリパーピストン拡張

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　車両安定システム未装備） 　リアブレーキキャリパーピストン格納

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　車両安定システム未装備） 　リア右ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　車両安定システム未装備） 　リア左ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　電子パーキングブレーキ　（Ｊ７１）） 　オートブレーキ　エア抜き

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　電子パーキングブレーキ　（Ｊ７１）） 　ステアリングホイールアングルセンサー学習

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　電子パーキングブレーキ　（Ｊ７１）） 　パーキングブレーキ補正

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　電子パーキングブレーキ　（Ｊ７１）） 　フロント右ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　電子パーキングブレーキ　（Ｊ７１）） 　フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　電子パーキングブレーキ　（Ｊ７１）） 　フロント左ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　電子パーキングブレーキ　（Ｊ７１）） 　フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　電子パーキングブレーキ　（Ｊ７１）） 　リアブレーキキャリパーピストン拡張

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　電子パーキングブレーキ　（Ｊ７１）） 　リアブレーキキャリパーピストン格納

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　電子パーキングブレーキ　（Ｊ７１）） 　リア右ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　電子パーキングブレーキ　（Ｊ７１）） 　リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　電子パーキングブレーキ　（Ｊ７１）） 　リア左ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　電子パーキングブレーキ　（Ｊ７１）） 　リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　電子パーキングブレーキ装備なし） 　オートブレーキ　エア抜き

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　電子パーキングブレーキ装備なし） 　ステアリングホイールアングルセンサー学習

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　電子パーキングブレーキ装備なし） 　フロント右ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　電子パーキングブレーキ装備なし） 　フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　電子パーキングブレーキ装備なし） 　フロント左ＡＢＳソレノイドバルブ
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　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　電子パーキングブレーキ装備なし） 　フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　電子パーキングブレーキ装備なし） 　リア右ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　電子パーキングブレーキ装備なし） 　リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　電子パーキングブレーキ装備なし） 　リア左ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　電子パーキングブレーキ装備なし） 　リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール（ＲＰＯ　ＪＬ７なし）） 　オートエア抜き

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール（ＲＰＯ　ＪＬ７なし）） 　ステアリングアングルセンサーセンタリング

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール（ＲＰＯ　ＪＬ７なし）） 　ヨーレートセンサー再補正

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール（ＲＰＯ　ＪＬ７付き）） 　オートエア抜き

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　Ｌｏｎｇｉｔｕｄｉｎａｌ　Ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎ　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｌｅａｒｎ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｒｅｓｅｔ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｌｅａｒｎ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ＢＭＣプライマリーピストンポジション再学習

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ＥＢＣＭ再学習

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　Ｇセンサーリセット

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　オートエア抜き

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　オートブレーキ　エア抜き

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ステアリングアングルセンサーセンタリング

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ステアリングホイールアングルセンサー学習

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ステアリングポジションセンサーセンタリング

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ステアリングポジションセンサー補正

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　パーキングブレーキ補正

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ブレーキコントロールオフセット学習

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ブレーキ圧力センサー調整

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ブレーキ圧力センサー補正

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　プレッシャードライブリダクション

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロント右ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロント左ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ヨーレートセンサーリセット

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ヨーレートセンサー学習

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ヨーレートセンサー再補正

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リアブレーキキャリパーピストン拡張

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リアブレーキキャリパーピストン格納

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リア右ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リア左ＡＢＳソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　電動ブレーキコントロールモジュール学習

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳなし（ＲＰＯ　ＪＬ４）） 　オートエア抜き

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳなし） 　オートエア抜き

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳ付き（ＲＰＯ　ＪＬ４）） 　オートエア抜き

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳ付き（ＲＰＯ　ＪＬ４）） 　ステアリングポジションセンサー補正

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳ付き） 　オートエア抜き

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳ付き） 　ステアリングポジションセンサー補正

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳ付き） 　プレッシャードライブリダクション

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳ付き） 　ヨーレートセンサー再補正

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ１１　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＯ調整値（有鉛燃料のみ）

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ１１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＣＭリセット

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ１１　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＳＣシステム

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ１１　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ１１　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＯ調整値（有鉛燃料のみ）

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＣＭリセット

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＳＣシステム

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰアクチュエーター

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　サービスクリーニング手順

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　高速適応プロセス

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰアクチュエーター

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　トランスミッション適応リセット
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システム 項目名

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　サービスクリーニング手順

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　高速適応プロセス

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　サービスクリーニング手順

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　高速適応プロセス

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　４速トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　レンジアクチュエーター学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　レンジアクチュエーター学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦ再生

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターホイール学習

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　学習値リセット
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　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　高圧燃料補正リセット

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　触媒リセット

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦ再生

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターホイール学習

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　学習値リセット

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　高圧燃料補正リセット

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　触媒リセット

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（（１）１．０Ｌ　ＬＭＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＣＭリセット

　パワートレイン（（１）１．０Ｌ　ＬＭＴ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数コントロールリセット

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャ学習

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フライホイール学習

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ学習

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ガス温度センサー学習

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャ学習

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フライホイール学習

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ学習

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ガス温度センサー学習

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　トランスミッションコントロールモジュール） 　学習値リセット

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰアクチュエーター

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　サービスクリーニング手順

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　高速適応プロセス

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　リアドライバーシステム） 　ＣＣＭ　ＲＤＳ　ＩＤマッチング

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習
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　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーリセット（ユーロ５のみ）

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦリセット（ユーロ５のみ）

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦ再生（ユーロ５のみ）

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサー学習（ユーロ５のみ）

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターホイール学習

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　学習値リセット

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　触媒リセット（ユーロ５のみ）

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーリセット（ユーロ５のみ）

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦリセット（ユーロ５のみ）

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦ再生（ユーロ５のみ）

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサー学習（ユーロ５のみ）

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターホイール学習

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　学習値リセット

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　触媒リセット（ユーロ５のみ）

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルカリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　高速適応プロセス

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼル連邦排出　ＥＣＭ） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　高速適応プロセス

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　シャーシコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット
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　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター学習

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＥＣＭインジェクターフローレートをＧＰＣＭへコピー

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＧＰＣＭインジェクターフローレートをＥＣＭへコピー

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＴＣ学習

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　インジェクターディスプレー　再登録

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　燃料フィルター寿命リセット

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルグロープラグデータディスプレー） 　ＥＣＭインジェクターフローレートをＧＰＣＭへコピー

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルグロープラグデータディスプレー） 　ＧＰＣＭインジェクターフローレートをＥＣＭへコピー

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルグロープラグデータディスプレー） 　インジェクターディスプレー　再登録

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　高速適応プロセス

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＣＭリセット

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　シャーシコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント） 　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　シャーシコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　アクティブグリルシャッター） 　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　アクティブグリルシャッター） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　燃料トリムリセット
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　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　シャーシコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　学習値リセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　　排気フロー） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント）　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント）　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ　アクティブグリルシャッター）　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ　アクティブグリルシャッター）　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　クラッチ過熱回数リセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（３）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺＧ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（３）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺＧ　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（３）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺＧ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　１速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター学習

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　２速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター学習

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　４速トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　レンジアクチュエーター学習

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　レンジアクチュエーター学習

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター学習

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（４）０．８Ｌ　Ｌ３　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＯ調整値（有鉛燃料のみ）

　パワートレイン（（４）０．８Ｌ　Ｌ３　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＣＭリセット

　パワートレイン（（４）０．８Ｌ　Ｌ３　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（（４）０．８Ｌ　Ｌ３　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＳＣシステム

　パワートレイン（（４）０．８Ｌ　Ｌ３　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（４）０．８Ｌ　Ｌ３　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　４速　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（４）２．５Ｌ　Ｖ６　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　学習値リセット

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（４）３．５Ｌ　Ｖ６　Ｌ６６　エンジンコントロールモジュール） 　ＴＰＳ学習値リセット

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　エンジンコントロールユニット） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　エンジンコントロールユニット） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　エンジンコントロールユニット） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　エンジンコントロールユニット） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット
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　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　シャーシコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４３　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４３　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４３　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰアクチュエーター

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）
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　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　アイドル学習

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　アイドル学習

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　クラッチ過熱回数リセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　サービスクリーニング手順

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　高速適応プロセス

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　リアドライブシステム） 　ＣＣＭ　ＲＤＳ　ＩＤマッチング

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター学習

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール　インド） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール　インド） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＯ調整値（有鉛燃料のみ）

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＣＭリセット

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＳＣシステム

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ＴＰＳ学習値リセット

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＯ調整値（有鉛燃料のみ）

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＣＭリセット
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　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＳＣシステム

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＴＰＳ学習値リセット

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料　ＴＣＭ） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料ＡＦＥＣＭ） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料ＡＦＥＣＭ） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料ＡＦＥＣＭ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャ学習

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブースト圧力センサー学習

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ学習

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気マニホールドランナー制御バルブ学習

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　高圧燃料ポンプ学習

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター高速学習

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャ学習

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ブースト圧力センサー学習

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ学習

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気マニホールドランナー制御バルブ学習

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　高圧燃料ポンプ学習

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター高速学習

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　学習値リセット

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＴＡＣデータ

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習
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　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（６）３．５Ｌ　Ｌ５　Ｌ５２　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（６）３．５Ｌ　Ｌ５　Ｌ５２　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（６）３．５Ｌ　Ｌ５　Ｌ５２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（６）３．５Ｌ　Ｌ５　Ｌ５２　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ギアポジションセンサー学習

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦリセット　：　ＤＰＦ交換

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＥＣＭインジェクターフローレートをＧＰＣＭへコピー

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＧＰＣＭインジェクターフローレートをＥＣＭへコピー

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＴＣ学習

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　インジェクターディスプレー　再登録

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　燃料フィルター寿命リセット

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルグロープラグコントロールモジュール） 　ＥＣＭインジェクターフローレートをＧＰＣＭへコピー

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルグロープラグコントロールモジュール） 　ＧＰＣＭインジェクターフローレートをＥＣＭへコピー

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルグロープラグコントロールモジュール） 　インジェクターディスプレー　再登録

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルグロープラグデータディスプレー） 　ＥＣＭインジェクターフローレートをＧＰＣＭへコピー

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルグロープラグデータディスプレー） 　ＧＰＣＭインジェクターフローレートをＥＣＭへコピー

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルグロープラグデータディスプレー） 　インジェクターディスプレー　再登録

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　高速適応プロセス

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール　インド） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール　インド） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＯ調整値（有鉛燃料のみ）

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＣＭリセット

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＳＣシステム

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　アイドル学習

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　アイドル学習
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　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　トランスファーケースコントロールモジュール） 　クラッチ過熱回数リセット

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　リアドライブシステム） 　ＣＣＭ　ＲＤＳ　ＩＤマッチング

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　１速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター学習

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　２速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター学習

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　レンジアクチュエーター学習

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　レンジアクチュエーター学習

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター学習

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ギアポジションセンサー学習

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　アイドル学習

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習
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　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　アイドル学習

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（８）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＣＭリセット

　パワートレイン（（８）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（（８）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（８）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（８）２．８Ｌ　Ｌ４　ＬＫ５　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（８）２．８Ｌ　Ｌ４　ＬＫ５　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（８）２．８Ｌ　Ｌ４　ＬＫ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（８）２．８Ｌ　Ｌ４　ＬＫ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　シャーシコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント） 　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　シャーシコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　シャーシコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　学習値リセット

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦ／触媒２リセット

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　ＮＯｘセンサー１リセット

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　ＮＯｘセンサー２リセット

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　ＮＯｘ触媒リセット

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　ＮＯＸ触媒リダクタントロードリセット

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクターディスプレー　再登録

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値プリセット

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー１）

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー２）

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー３）

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー４）

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー５）

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー６）

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー７）

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー８）

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（全気筒）
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システム 項目名

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター流量識別子コピー（ＥＣＭ－＆ｇｔ；グロープラグコントロールモジュール）

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター流量識別子コピー（グロープラグコントロールモジュール－＆ｇｔ；ＥＣＭ）

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトリラクターホイール学習

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャ学習

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントインジェクターリセット

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントシステムデータリセット

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントシステムリセット

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントフルードタンクレベルリセット

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　触媒１リセット

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料フィルター寿命リセット

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｍｙ　２０１５　（ＷＭＦ）） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｍｙ　２０１５．５　（ＡＶＦ）） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　パワーテイクオフ　コントロールモジュール） 　ＰＴＯ禁止／遮断履歴リセット

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＣＫＰリラクターホイール学習

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦ／触媒２リセット

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＥＣＭインジェクターフローレートをＧＰＣＭへコピー

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＧＰＣＭインジェクターフローレートをＥＣＭへコピー

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＮＯｘセンサー１リセット

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＮＯｘセンサー２リセット

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＮＯｘ触媒リセット

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＮＯＸ触媒リダクタントロードリセット

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＴＣ学習

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（ＥＣＭ）

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（シリンダー１）

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（シリンダー２）

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（シリンダー３）

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（シリンダー４）

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（シリンダー５）

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（シリンダー６）

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（シリンダー７）

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（シリンダー８）

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（全シリンダー）

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　インジェクターディスプレー　再登録

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　リダクタントインジェクターリセット

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　リダクタントシステムデータリセット

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　リダクタントシステムリセット

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　リダクタントフルードタンクレベルリセット

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　外気温度リセット

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　触媒１リセット

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　燃料フィルター寿命リセット

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルグロープラグコントロールモジュール） 　ＥＣＭインジェクターフローレートをＧＰＣＭへコピー

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルグロープラグコントロールモジュール） 　ＧＰＣＭインジェクターフローレートをＥＣＭへコピー

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルグロープラグコントロールモジュール） 　インジェクターディスプレー　再登録

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルグロープラグコントロールモジュール） 　リダクタントヒーター１

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルグロープラグコントロールモジュール） 　リダクタントヒーター２

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルグロープラグコントロールモジュール） 　リダクタントヒーター３

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター学習

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　高速適応プロセス

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習
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　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションソレノイドバルブ補正リセット

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　トランスミッションコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ａ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ａ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（（Ａ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　学習値リセット

　パワートレイン（（Ａ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　触媒リセット

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＢＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＢＪ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ニュートラルポジションセンサー学習

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ニュートラルポジションセンサー学習

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット
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　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　シャーシコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント） 　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　シャーシコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　アクティブグリルシャッター） 　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　アクティブグリルシャッター） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　フューエルポンプコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント）　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　フューエルポンプコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント）　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ　アクティブグリルシャッター）　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ　アクティブグリルシャッター）　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロール） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロール） 　吸気ＣＭＰアクチュエーター

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター学習

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　エンジンオイルライフリセット
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　シャーシコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　フューエルポンプ　バージョン　アクティブグリルエアシャッター） 　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター） 　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｂ）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（（Ｂ）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　サービスクリーニング手順

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　高速適応プロセス

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　サービスクリーニング手順

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　高速適応プロセス

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーターシステム

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　トランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター学習

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　シャーシコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　フューエルポンプ　バージョン　アクティブグリルエアシャッター） 　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター） 　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｎｏｘ吸着触媒データリセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｎｏｘ吸着触媒リセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　学習値リセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　触媒リセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｎｏｘ吸着触媒データリセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｎｏｘ吸着触媒リセット
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　学習値リセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　触媒リセット

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　ＴＺ２なし　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　ＴＺ２付き　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＯ調整値（有鉛燃料のみ）

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＣＭリセット

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ファンクションリセット

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＣＭリセット

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数コントロールリセット

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦリセット　：　ＤＰＦ交換

　パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦリセット　：　インジェクター交換

　パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦリセット　：　圧力センサー交換

　パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数テスト

　パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（ＥＣＭ）

　パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（全シリンダー）

　パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　クランキングスピードテスト

　パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料補正テスト

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　クラッチ過熱回数リセット

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　高速適応プロセス

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＥＣＭインジェクターフローレートをＧＰＣＭへコピー

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＧＰＣＭインジェクターフローレートをＥＣＭへコピー
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＴＣ学習

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　インジェクターディスプレー　再登録

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　燃料フィルター寿命リセット

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルグロープラグデータディスプレー） 　ＥＣＭインジェクターフローレートをＧＰＣＭへコピー

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルグロープラグデータディスプレー） 　ＧＰＣＭインジェクターフローレートをＥＣＭへコピー

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルグロープラグデータディスプレー） 　インジェクターディスプレー　再登録

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　高速適応プロセス

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭなし） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭなし） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭ付き） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭ付き） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　オールホイールドライブなしＴＣＭ） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　オールホイールドライブ付きＴＣＭ） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　アルゼンチン） 　ＴＰＳ学習値リセット

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　アルゼンチン） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＯ調整値（有鉛燃料のみ）

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＣＭリセット

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＳＣシステム

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット
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　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトリラクターホイール学習

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦリセット　：　ＤＰＦ交換

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦリセット　：　インジェクター交換

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦリセット　：　圧力センサー交換

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数テスト

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（ＥＣＭ）

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（全シリンダー）

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クランキングスピードテスト

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料補正テスト

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　リアドライバーシステム） 　ＣＣＭ　ＲＤＳ　ＩＤマッチング

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　Ｐ／Ｎ位置学習手順

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習



●GMUSA　作業サポート(Ver 2022.02)
システム 項目名

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　シャーシコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　フューエルポンプ　バージョン　アクティブグリルエアシャッター） 　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター） 　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスファーケースコントロールモジュール） 　クラッチ過熱回数リセット

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｇ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＵ１　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｇ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＵ１　エンジンコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｇ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＵ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｇ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＵ１　リアドライバーシステム） 　ＣＣＭ　ＲＤＳ　ＩＤマッチング

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーターシステム

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター学習

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　５速） 　高速適応プロセス

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　高速適応プロセス

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　シャーシコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　フューエルポンプ　バージョン　アクティブグリルエアシャッター） 　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター） 　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャ学習

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブースト圧力センサー学習

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ学習

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気マニホールドランナー制御バルブ学習

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　高圧燃料ポンプ学習

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター高速学習

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャ学習

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ブースト圧力センサー学習

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ学習

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気マニホールドランナー制御バルブ学習

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　高圧燃料ポンプ学習

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター高速学習

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｊ）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＯ調整値（有鉛燃料のみ）

　パワートレイン（（Ｊ）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＣＭリセット

　パワートレイン（（Ｊ）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（（Ｊ）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（Ｊ）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｊ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｊ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　パワートレインコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭなし） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭ付き） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭ付き） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　４速トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習
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　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　　排気フロー） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｋ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＯ調整（有鉛燃料のみ）

　パワートレイン（（Ｋ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＣＭリセット

　パワートレイン（（Ｋ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲ適応リセット

　パワートレイン（（Ｋ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＭＴバルブ適応学習

　パワートレイン（（Ｋ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　エンジンコントロールモジュール） 　ＴＡＣシステム

　パワートレイン（（Ｋ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（Ｋ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｋ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　サービスクリーニング手順

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　高速適応プロセス

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　リアドライブシステム） 　ＣＣＭ　ＲＤＳ　ＩＤマッチング

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭなし） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭ付き） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エンジンコントロールモジュール） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＯ調整（有鉛燃料のみ）

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＣＭリセット

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲ適応リセット

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＭＴバルブ適応学習

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＳＣシステム

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　ＴＡＣシステム

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　シャーシコントロールモジュール） 　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｌ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（（Ｌ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｌ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｌ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦ／触媒２リセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ＮＯｘセンサー１リセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ＮＯｘセンサー２リセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ＮＯｘ触媒リセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ＮＯＸ触媒リダクタントロードリセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクターディスプレー　再登録

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値プリセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（全気筒）

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター流量識別子コピー（ＥＣＭ－＆ｇｔ；グロープラグコントロールモジュール）

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター流量識別子コピー（グロープラグコントロールモジュール－＆ｇｔ；ＥＣＭ）

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトリラクターホイール学習

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャ学習

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントインジェクターリセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントシステムデータリセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントシステムリセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントフルードタンクレベルリセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　触媒１リセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料フィルター寿命リセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット



●GMUSA　作業サポート(Ver 2022.02)
システム 項目名

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＣＫＰリラクターホイール学習

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦ／触媒２リセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＥＣＭインジェクターフローレートをＧＰＣＭへコピー

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＧＰＣＭインジェクターフローレートをＥＣＭへコピー

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＮＯｘセンサー１リセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＮＯｘセンサー２リセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＮＯｘ触媒リセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＮＯＸ触媒リダクタントロードリセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＴＣ学習

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（ＥＣＭ）

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（全シリンダー）

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　インジェクターディスプレー　再登録

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　リダクタントインジェクターリセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　リダクタントシステムデータリセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　リダクタントシステムリセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　リダクタントフルードタンクレベルリセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　外気温度リセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　触媒１リセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　燃料フィルター寿命リセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルグロープラグコントロールモジュール） 　ＥＣＭインジェクターフローレートをＧＰＣＭへコピー

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルグロープラグコントロールモジュール） 　ＧＰＣＭインジェクターフローレートをＥＣＭへコピー

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルグロープラグコントロールモジュール） 　インジェクターディスプレー　再登録

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルグロープラグコントロールモジュール） 　リダクタントヒーター１

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルグロープラグコントロールモジュール） 　リダクタントヒーター２

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルグロープラグコントロールモジュール） 　リダクタントヒーター３

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター学習

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　高速適応プロセス

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習
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　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッション　タップシフトなし） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッション　タップシフト付き） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　リアドライバーシステム） 　ＣＣＭ　ＲＤＳ　ＩＤマッチング

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＳＪ　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＳＪ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＳＪ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　代替燃料　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＣＭリセット

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　代替燃料　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＭＴバルブ適応学習

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　代替燃料　エンジンコントロールモジュール） 　ＴＡＣシステム

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　代替燃料　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　代替燃料　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習
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　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　　排気フロー） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦリセット　：　ＤＰＦ交換

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦリセット　：　インジェクター交換

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦリセット　：　圧力センサー交換

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数テスト

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（ＥＣＭ）

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（全シリンダー）

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クランキングスピードテスト

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料補正テスト

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクター学習

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦリセット
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　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクター学習

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　シャーシコントロールモジュール） 　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　シャーシコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｒ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ８　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｒ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ８　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｒ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ８　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール　２） 　高電圧系関連故障コードクリア

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール　２） 　燃費リセット

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　高電圧系関連故障コードクリア

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　車載ジャンプアシストカウンターリセット

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ未満　ＥＣＭ） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ未満　ＥＣＭ） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ未満　ＥＣＭ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ未満　ＴＣＭ） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　８６００ＧＶＷ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　８６００ＧＶＷ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　カリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　カリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料ＬＰＧ専用　ＡＦＥＣＭ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料ＬＰＧ専用　ＰＣＭ） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料ＬＰＧ専用　ＰＣＭ） 　カウンターリセット

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料ＬＰＧ専用　ＴＣＭ） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＡＦＥＣＭ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＴＣＭ） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　連邦排出　ＥＣＭ） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　連邦排出　ＥＣＭ） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　連邦排出　ＥＣＭ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャ学習

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フライホイール学習
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　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ学習

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　触媒リセット

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ガス温度センサー学習

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャ学習

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フライホイール学習

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ学習

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　触媒リセット

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ガス温度センサー学習

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ストップ／スタートキャパシターステータスリセット

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ストップ／スタートキャパシターステータスリセット

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ストップ／スタートキャパシターステータスリセット

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様エンジンコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習リセット
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　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｓ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ６　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｓ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ６　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｓ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｔ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＹ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＯ調整値（有鉛燃料のみ）

　パワートレイン（（Ｔ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＹ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＣＭリセット

　パワートレイン（（Ｔ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＹ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（（Ｔ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＹ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＳＣシステム

　パワートレイン（（Ｔ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＹ４　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（Ｔ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＹ４　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　スーパーチャージャー　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　スーパーチャージャー　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット
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　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　スーパーチャージャー　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　総重量３９００ｋｇ未満　ＴＣＭ） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＴＣＭ） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＴＣＭ） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　オイルライフリセット
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　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＥＣＭ） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＥＣＭ） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＥＣＭ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＳＧＣＭ） 　サービスチャージ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＴＣＭ） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｕ）　１．８Ｌ　ＬＫＮ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　トランスミッション適応トルクリセット

　パワートレイン（（Ｕ）　１．８Ｌ　ＬＫＮ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　高電圧系関連故障コードクリア

　パワートレイン（（Ｕ）　１．８Ｌ　ＬＫＮ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリーコンタクター開原因

　パワートレイン（（Ｕ）　１．８Ｌ　ＬＫＮ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　高電圧系関連故障コードクリア

　パワートレイン（（Ｕ）　１．８Ｌ　ＬＫＮ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　燃費リセット

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｕ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＯ調整値（有鉛燃料のみ）

　パワートレイン（（Ｕ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＣＭリセット

　パワートレイン（（Ｕ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（（Ｕ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（Ｕ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦリセット　：　ＤＰＦ交換

　パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦリセット　：　インジェクター交換

　パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦリセット　：　圧力センサー交換

　パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数テスト

　パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（ＥＣＭ）

　パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクション値リセット（全シリンダー）

　パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　クランキングスピードテスト

　パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料補正テスト

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　サービスクリーニング手順

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　高速適応プロセス

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト
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　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　　ＧＶＷ以下　スロットル付きＴＣＭ） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　総重量３９００ｋｇ未満　ＴＣＭ） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＧＶＷ以下　スロットルなしＴＣＭ） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＧＶＷ以上か等しい　スロットルなしＴＣＭ） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＧＶＷ以上か等しい　スロットル付きＴＣＭ） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＴＣＭ） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＴＣＭ） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール　Ｅｑｕａｌ　ｏｒ　Ｏｖｅｒ　８６００）　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール　Ｕｎｄｅｒ　８６００） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　バイフューエル代替燃料　ＥＣＭ） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　バイフューエル代替燃料　ＥＣＭ） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　バイフューエル代替燃料　ＥＣＭ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＴＣＭ） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＴＣＭ） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料ＣＮＧ専用　ＡＦＥＣＭ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料ＣＮＧ専用　ＰＣＭ） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料ＣＮＧ専用　ＰＣＭ） 　カウンターリセット

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料ＣＮＧ専用　ＰＣＭ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＡＦＥＣＭ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習
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　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール　ＡＦ４０　Ｇｅｎ　ＩＩ　（ＭＤＫ）） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール　ＡＦ４０　Ｇｅｎ　ＩＩ　（ＭＤＫ）） 　学習値リセット

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｔ７６　（ＭＨＫ）） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　学習値リセット

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　クラッチ過熱回数リセット

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット
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　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ未満　ＥＣＭ） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ未満　ＥＣＭ） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ未満　ＥＣＭ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ未満　ＴＣＭ） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＴＣＭ） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＴＣＭ） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｗ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＴＰＳ学習値リセット

　パワートレイン（（Ｗ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｗ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　リアドライブシステム） 　ＣＣＭ　ＲＤＳ　ＩＤマッチング

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ未満　ＥＣＭ） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ未満　ＥＣＭ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ未満　ＴＣＭ） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　８６００ＧＶＷ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　８６００ＧＶＷ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭなし） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭ付き） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　　排気フロー） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　サービスクリーニング手順
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　高速適応プロセス

　パワートレイン（（Ｘ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＬＱ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ニュートラルポジションセンサー学習

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ニュートラルポジションセンサー学習

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　シャーシコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント） 　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　シャーシコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　アクティブグリルシャッター） 　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　アクティブグリルシャッター） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　シャーシコントロールモジュール） 　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速　（ＭＮＭ）） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速　（ＭＲＣ）） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速　（ＭＲＣ）） 　学習値リセット

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　フューエルポンプコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント）　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　フューエルポンプコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント）　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ　アクティブグリルシャッター）　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ　アクティブグリルシャッター）　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット
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　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭなし） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭ付き） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ未満　ＥＣＭ） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ未満　ＥＣＭ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ未満　ＴＣＭ） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　トランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター学習

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｙ）１．５Ｌ　Ｌ４　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（（Ｙ）１．５Ｌ　Ｌ４　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャ学習

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブースト圧力センサー学習

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ学習

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気マニホールドランナー制御バルブ学習

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　高圧燃料ポンプ学習

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター高速学習

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャ学習

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ブースト圧力センサー学習

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ学習

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気マニホールドランナー制御バルブ学習

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　高圧燃料ポンプ学習

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター高速学習

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）
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　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスファーケースコントロールモジュール） 　クラッチ過熱回数リセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　リアドライブシステム） 　ＣＣＭ　ＲＤＳ　ＩＤマッチング

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ギアポジションセンサー学習

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習
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　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスミッションコントロールモジュール） 　サービスクリーニング手順

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスミッションコントロールモジュール） 　高速適応プロセス

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　ＴＰＳ学習値リセット

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　ＮＯｘセンサー１リセット

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　ＮＯｘセンサー２リセット

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　ＮＯｘ触媒リセット

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　ＮＯＸ触媒リダクタントロードリセット

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値プリセット

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（全気筒）

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトリラクターホイール学習

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャ学習

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントインジェクターリセット

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントシステムデータリセット

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントシステムリセット

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントフルードタンクレベルリセット

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　触媒リセット

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料フィルター寿命リセット

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ガス温度センサーリセット

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　トランスミッションコントロールモジュール） 　学習値リセット

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　フューエルポンプ　バージョン　アクティブグリルエアシャッター） 　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター） 　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＴＣＭ） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＴＣＭ） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（０．８Ｌ　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＣＭリセット

　パワートレイン（０．８Ｌ　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数コントロールリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　ＣＶＴ　（ＭＲ８）） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習
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システム 項目名

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ニュートラルポジションセンサー学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＯ調整

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＣＭリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数コントロールリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＣＰ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＣＭリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＣＰ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数コントロールリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンオートマチックコントロールモジュール） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンオートマチックコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンオートマチックコントロールモジュール） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンオートマチックコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンオートマチックコントロールモジュール） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンオートマチックコントロールモジュール） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンオートマチックコントロールモジュール） 　ターボチャージャ学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンオートマチックコントロールモジュール） 　フライホイール学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンオートマチックコントロールモジュール） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンオートマチックコントロールモジュール） 　排気ガス温度センサー学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャ学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フライホイール学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ガス温度センサー学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャ学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フライホイール学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ガス温度センサー学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャ学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンクションリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　フライホイール学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気フローバルブ学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ガス温度センサー学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンマニュアルコントロールモジュール） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンマニュアルコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンマニュアルコントロールモジュール） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンマニュアルコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンマニュアルコントロールモジュール） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンマニュアルコントロールモジュール） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンマニュアルコントロールモジュール） 　ターボチャージャ学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンマニュアルコントロールモジュール） 　フライホイール学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンマニュアルコントロールモジュール） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンマニュアルコントロールモジュール） 　排気ガス温度センサー学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習
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　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションソレノイドバルブ補正リセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　アイドル学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　アイドル学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮコード５桁目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮコード５桁目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮコード５桁目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮコード５桁目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮコード５桁目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮコード５桁目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮコード５桁目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮコード５桁目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮコード５桁目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮコード５桁目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＭＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＣＭリセット

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＭＴ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数コントロールリセット

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ファンクションリセット

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＣＭリセット

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数コントロールリセット

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　Ｌ２Ｅ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＣＭリセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　Ｌ２Ｅ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数コントロールリセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＡＱ　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＯ調整

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＡＱ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＣＭリセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＡＱ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数コントロールリセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット
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システム 項目名

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　シャーシコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＫＹ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数コントロールリセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　大気圧センサーリセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　大気圧センサーリセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションソレノイドバルブ補正リセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ファンクションリセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＯ調整

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＣＭリセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数コントロールリセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ファンクションリセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　学習機能

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール　ＣＶＴ（ＭＲＧ）） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール　ＣＶＴ（ＭＲＧ）） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール　ＣＶＴ（ＭＲＧ）） 　Ｌｏｎｇｉｔｕｄｉｎａｌ　Ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎ　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｌｅａｒｎ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール　ＣＶＴ（ＭＲＧ）） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｅｎｇｉｎｅ　Ａｉｒ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｌｉｆｅ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｅｎｇｉｎｅ　Ｂｌｏｃｋ　Ｃｏｏｌａｎｔ　Ｖａｌｖｅ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ｌｅａｒｎ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｅｎｇｉｎｅ　Ｃｏｏｌａｎｔ　Ｐｕｍｐ　Ｄａｔａ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｆｕｅｌ　Ｐｕｍｐ　Ｄｒｉｖｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｍｏｄｕｌｅ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｔｕｒｂｏｃｈａｒｇｅｒ　Ｗａｓｔｅｇａｔｅ　Ｌｅａｒｎ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンエアフィルターライフ設定

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン冷却コントロールバルブ学習

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン冷却フローコントロールバルブ学習

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルボディーアイドルエアフロー補正リセット

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーブーストコントロール初期位置学習

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール） 　ヒーターコア冷却温度センサーリセット

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット
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システム 項目名

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール　トランスミッションタイプ　ＣＶＴ（ＭＲＧ）） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール　トランスミッションタイプ　ＣＶＴ（ＭＲＧ）） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール　トランスミッションタイプ　ＣＶＴ（ＭＲＧ）） 　Ｌｏｎｇｉｔｕｄｉｎａｌ　Ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎ　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｌｅａｒｎ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール　トランスミッションタイプ　ＣＶＴ（ＭＲＧ）） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール　トランスミッションタイプ９速（Ｍ３Ｆ）） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール　トランスミッションタイプ９速（Ｍ３Ｆ）） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール　トランスミッションタイプ９速（Ｍ３Ｆ）） 　Ｌｏｎｇｉｔｕｄｉｎａｌ　Ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎ　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｌｅａｒｎ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール　トランスミッションタイプ９速（Ｍ３Ｆ）） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール　トランスミッションタイプその他） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール　トランスミッションタイプその他） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール　トランスミッションタイプその他） 　Ｌｏｎｇｉｔｕｄｉｎａｌ　Ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎ　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｌｅａｒｎ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール　トランスミッションタイプその他） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　トランスミッションコントロールモジュール） 　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｏｖｅｒｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｃｏｕｎｔｅｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　トランスミッションコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　トランスミッションコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　トランスミッションコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　トランスミッションコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　トランスミッションコントロールモジュール） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　トランスミッションコントロールモジュール） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　トランスミッションコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　トランスミッションコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　エンジンコントロールモジュール　ＣＶＴ（ＭＲＧ）） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　エンジンコントロールモジュール　ＣＶＴ（ＭＲＧ）） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　エンジンコントロールモジュール　ＣＶＴ（ＭＲＧ）） 　Ｌｏｎｇｉｔｕｄｉｎａｌ　Ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎ　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｌｅａｒｎ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　エンジンコントロールモジュール　ＣＶＴ（ＭＲＧ）） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　エンジンコントロールモジュール　トランスミッションタイプその他） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　エンジンコントロールモジュール　トランスミッションタイプその他） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　エンジンコントロールモジュール　トランスミッションタイプその他） 　Ｌｏｎｇｉｔｕｄｉｎａｌ　Ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎ　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｌｅａｒｎ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　エンジンコントロールモジュール　トランスミッションタイプその他） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｅｎｇｉｎｅ　Ａｉｒ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｌｉｆｅ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｅｎｇｉｎｅ　Ｂｌｏｃｋ　Ｃｏｏｌａｎｔ　Ｖａｌｖｅ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ｌｅａｒｎ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｅｎｇｉｎｅ　Ｃｏｏｌａｎｔ　Ｐｕｍｐ　Ｄａｔａ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｆｕｅｌ　Ｐｕｍｐ　Ｄｒｉｖｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｍｏｄｕｌｅ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｔｕｒｂｏｃｈａｒｇｅｒ　Ｗａｓｔｅｇａｔｅ　Ｌｅａｒｎ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンエアフィルターライフ設定

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン冷却コントロールバルブ学習

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン冷却フローコントロールバルブ学習

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルボディーアイドルエアフロー補正リセット

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーブーストコントロール初期位置学習

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　エンジンコントロールモジュール） 　ヒーターコア冷却温度センサーリセット

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　エンジンコントロールモジュール） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　トランスミッションコントロールモジュール） 　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｏｖｅｒｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｃｏｕｎｔｅｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　トランスミッションコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　トランスミッションコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　トランスミッションコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　トランスミッションコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　トランスミッションコントロールモジュール） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　トランスミッションコントロールモジュール） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　トランスミッションコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　トランスミッションコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＡＰＰ学習
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　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャ学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フライホイール学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　触媒リセット

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ガス温度センサー学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャ学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フライホイール学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　触媒リセット

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ガス温度センサー学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンクションリセット

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　フライホイール学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　学習値リセット

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気フローバルブ学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　触媒リセット

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ガス温度センサー学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ファンクションリセット

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　学習機能

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＥＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＥＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチポジション学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＥＷ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャ学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フライホイール学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　触媒リセット

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ガス温度センサー学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ学習
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　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャ学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フライホイール学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　触媒リセット

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ガス温度センサー学習

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトリラクターホイール学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ファンクションリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　学習機能

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　シャーシコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール　ＣＶＴ（ＭＲＧ）） 　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｏｖｅｒｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｃｏｕｎｔｅｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　ＣＶＴコントロールモジュール　（ＭＲＧ）） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　ＣＶＴコントロールモジュール　（ＭＲＧ）） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　ＣＶＴコントロールモジュール　（ＭＲＧ）） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　ＣＶＴコントロールモジュール　（ＭＲＧ）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　ＣＶＴコントロールモジュール　（ＭＲＧ）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習
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　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　ＣＶＴコントロールモジュール　（ＭＲＧ）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　ＣＶＴコントロールモジュール　（ＭＲＧ）） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　ＣＶＴコントロールモジュール　（ＭＲＧ）） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　ＣＶＴコントロールモジュール　（ＭＲＧ）） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　ＣＶＴコントロールモジュール　（ＭＲＧ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　ＣＶＴコントロールモジュール　（ＭＲＧ）） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　ＣＶＴコントロールモジュール　（ＭＲＧ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　過度のクラッチスリップデータリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＳ）） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＵ）） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット
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　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　過度のクラッチスリップデータリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　過度のクラッチスリップデータリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　過度のクラッチスリップデータリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習
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　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　大気圧センサーリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　大気圧センサーリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料トリムリセット
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　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　大気圧センサーリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　大気圧センサーリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　シャーシコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　フューエルポンプバージョン　アクティブグリルエアシャッター） 　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　フューエルポンプバージョン　フューエルポンプ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　フューエルポンプバージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター） 　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　フューエルポンプバージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　大気圧センサーリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　大気圧センサーリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　大気圧センサーリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト
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システム 項目名

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　大気圧センサーリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　大気圧センサーリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クラッチポジション学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチポジション学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチポジション学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションソレノイドバルブ補正リセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　４速　（ＭＬＱ）） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　４速　（ＭＬＱ）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　４速　（ＭＬＱ）） 　ニュートラルポジションセンサー学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　４速　（ＭＬＱ）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習
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　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ニュートラルポジションセンサー学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（Ｍ２６）） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（Ｍ２６）） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（Ｍ２６）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（Ｍ２６）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（Ｍ２６）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（ＭＸ３）） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（ＭＸ３）） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（ＭＸ３）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（ＭＸ３）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（ＭＸ３）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ０１）） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ０１）） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ０１）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ０１）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ０１）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ニュートラルポジションセンサー学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　ＣＶＴ（ＭＲＧ）） 　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｏｖｅｒｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｃｏｕｎｔｅｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　ＣＶＴコントロールモジュール　（ＭＲＧ）） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　ＣＶＴコントロールモジュール　（ＭＲＧ）） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　ＣＶＴコントロールモジュール　（ＭＲＧ）） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　ＣＶＴコントロールモジュール　（ＭＲＧ）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　ＣＶＴコントロールモジュール　（ＭＲＧ）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　ＣＶＴコントロールモジュール　（ＭＲＧ）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　ＣＶＴコントロールモジュール　（ＭＲＧ）） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　ＣＶＴコントロールモジュール　（ＭＲＧ）） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　ＣＶＴコントロールモジュール　（ＭＲＧ）） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　ＣＶＴコントロールモジュール　（ＭＲＧ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　ＣＶＴコントロールモジュール　（ＭＲＧ）） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　ＣＶＴコントロールモジュール　（ＭＲＧ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルボディーアイドルエアフロー補正リセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気システム学習値リセット
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　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　過度のクラッチスリップデータリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　ＣＶＴ（ＭＲＧ）） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　ＣＶＴ（ＭＲＧ）） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＨＧ）） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＨＧ）） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＨ）） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＨ）） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＫ）） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＫ）） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＰ）） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＰ）） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　９速（Ｍ３Ｄ）） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　９速（Ｍ３Ｄ）） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　トランスミッションタイプその他） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　トランスミッションタイプその他） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルボディーアイドルエアフロー補正リセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＨ）） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　７速（ＭＯ５）） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＨＧ）） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＨＧ）） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＨ）） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＨ）） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＫ）） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＫ）） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＰ）） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＰ）） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　９速（Ｍ３Ｄ）） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　９速（Ｍ３Ｄ）） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトリラクターホイール学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習
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　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　過度のクラッチスリップデータリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール） 　過度のクラッチスリップデータリセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール　６速　（ＭＨＧ）） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｈ）） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｕ）） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール　その他） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｕ）） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジオートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジオートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジマニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジマニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジマニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料トリムリセット
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システム 項目名

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスオートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスオートマチックトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスオートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスオートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスオートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスマニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスマニュアルトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスマニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスマニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスマニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスマニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　その他） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトリラクターホイール学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルアクチュエーターリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャ学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュール） 　フライホイール学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュール） 　触媒リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習
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システム 項目名

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＮＯｘセンサー１リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＮＯｘセンサー２リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｎｏｘ吸着触媒データリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｎｏｘ吸着触媒リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター補正値リセット（全気筒）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターホイール学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　学習値リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　高圧燃料補正リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　触媒リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　Ｎｏｘ吸着触媒データリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　Ｎｏｘ吸着触媒リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　クランクシャフトリラクターホイール学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ニュートラルポジションセンサー学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　学習値リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　高圧燃料補正リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　触媒リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　Ｎｏｘ吸着触媒データリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　Ｎｏｘ吸着触媒リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　クランクシャフトリラクターホイール学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ニュートラルポジションセンサー学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　学習値リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　高圧燃料補正リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　触媒リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＮＯｘセンサー１リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＮＯｘセンサー２リセット
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　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｎｏｘ吸着触媒データリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｎｏｘ吸着触媒リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター補正値リセット（全気筒）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターホイール学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ニュートラルポジションセンサー学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　学習値リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　高圧燃料補正リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　触媒リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｎｏｘ吸着触媒データリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｎｏｘ吸着触媒リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　学習値リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　触媒リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｎｏｘ吸着触媒データリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｎｏｘ吸着触媒リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　学習値リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　触媒リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｎｏｘ吸着触媒データリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｎｏｘ吸着触媒リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターホイール学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　学習値リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　高圧燃料補正リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　触媒リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｎｏｘ吸着触媒データリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｎｏｘ吸着触媒リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターホイール学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ニュートラルポジションセンサー学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　学習値リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　高圧燃料補正リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　触媒リセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ
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システム 項目名

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトリラクターホイール学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　触媒リセット

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　触媒リセット

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　触媒リセット

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　触媒リセット

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　触媒リセット

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　触媒リセット

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習
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システム 項目名

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤ　トランスファー） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤ　トランスファー） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤ　トランスファー） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤ　トランスファー） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤ　トランスファー） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　リモートスタート無効履歴リセット
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　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　２ＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　２ＷＤ　トランスファー） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　２ＷＤ　トランスファー） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　２ＷＤ　トランスファー） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　燃料成分リセット
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　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤトランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤトランスファー） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤトランスファー） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤトランスファー） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤトランスファー） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　２ＷＤトランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　２ＷＤトランスファー） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　２ＷＤトランスファー） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　２ＷＤトランスファー） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　２ＷＤトランスファー） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習
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　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＨ９）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＨ９）） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＨ９）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＨ９）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＨ９）） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＨ９）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＨ９）） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＪ）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＪ）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＪ）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＪ）） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＪ）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＪ）） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（Ｍ２６）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（Ｍ２６）） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（Ｍ２６）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（Ｍ２６）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（Ｍ２６）） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（Ｍ２６）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（Ｍ２６）） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（ＭＸ３）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（ＭＸ３）） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（ＭＸ３）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（ＭＸ３）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（ＭＸ３）） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（ＭＸ３）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（ＭＸ３）） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ０１）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ０１）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ０１）） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ０１）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ０１）） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＨ９）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＨ９）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＨ９）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＨ９）） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＨ９）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＪ）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＪ）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＪ）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＪ）） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＪ）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習
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　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（Ｍ２６）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（Ｍ２６）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（Ｍ２６）） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（Ｍ２６）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（ＭＸ３）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（ＭＸ３）） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（ＭＸ３）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（ＭＸ３）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（ＭＸ３）） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（ＭＸ３）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ０１）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ０１）） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ０１）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ０１）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ０１）） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ０１）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　ハイブリッド　ＥＶ　パワートレインコントロールモジュール　１） 　トランスミッション適応トルクリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　ハイブリッド　ＥＶ　パワートレインコントロールモジュール　１） 　高電圧系関連故障コードクリア

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　トランスミッション適応トルクリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　高電圧系関連故障コードクリア

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリーコンタクター開原因

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　高電圧系関連故障コードクリア

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　燃費リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＪ）） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＪ）） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＪ）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＪ）） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＪ）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＪ）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＪ）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（Ｍ２６）） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（Ｍ２６）） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（Ｍ２６）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（Ｍ２６）） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（Ｍ２６）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（Ｍ２６）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（Ｍ２６）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（ＭＸ３）） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（ＭＸ３）） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（ＭＸ３）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（ＭＸ３）） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（ＭＸ３）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（ＭＸ３）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（ＭＸ３）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ０１）） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ０１）） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ０１）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ０１）） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ０１）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習
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　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ０１）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ０１）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤエンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＨ９）） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤエンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＨ９）） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤエンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＨ９）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤエンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＨ９）） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤエンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＨ９）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤエンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＨ９）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤエンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＨ９）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　大気圧センサーリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　大気圧センサーリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　大気圧センサーリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　大気圧センサーリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習
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システム 項目名

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　シャーシコントロールモジュール） 　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャ学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フライホイール学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ガス温度センサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャ学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フライホイール学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ガス温度センサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　シャーシコントロールモジュール） 　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　トランスミッションコントロールモジュール） 　学習値リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャ学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フライホイール学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ガス温度センサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャ学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フライホイール学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ガス温度センサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＮＯｘセンサー１リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＮＯｘセンサー２リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドルエアコントロールリセット
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システム 項目名

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー３）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー４）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター補正値リセット（全気筒）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターホイール学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　学習値リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　高圧燃料補正リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　触媒リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＮＯｘセンサー１リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＮＯｘセンサー２リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー３）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー４）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター補正値リセット（全気筒）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターホイール学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　学習値リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　高圧燃料補正リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　触媒リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　トランスミッションコントロールモジュール） 　学習値リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＰ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＰ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＰ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＰ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＰ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＰ　エンジンコントロールモジュール） 　ストップ／スタートキャパシターステータスリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＰ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＰ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＰ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＰ　エンジンコントロールモジュール） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＰ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＰ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＰ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクター学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクター学習
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　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャ学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ニュートラルポジションセンサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ブースト圧力センサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　吸気マニホールドランナー制御バルブ学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　高圧燃料ポンプ学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター高速学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャ学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ニュートラルポジションセンサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ブースト圧力センサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　吸気マニホールドランナー制御バルブ学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　高圧燃料ポンプ学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター高速学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＳＱ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＳＱ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料微小噴射量学習オドメーターリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＳＹ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＳＹ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＳＹ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＳＹ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンエアフィルター寿命リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＳＹ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＳＹ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンクーラントポンプデータリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＳＹ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンブロッククーラントバルブポジション学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＳＹ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＳＹ　エンジンコントロールモジュール） 　ストップ／スタートキャパシターステータスリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＳＹ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルボディーアイドルエアフロー補正リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＳＹ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーウェストゲート学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＳＹ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプドライバーコントロールモジュール設定

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＳＹ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＳＹ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＳＹ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＳＹ　エンジンコントロールモジュール） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＳＹ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＳＹ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＳＹ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＳＹ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＳＹ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　シャーシコントロールモジュール） 　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　シャーシコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット
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　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　ストップ／スタートキャパシターステータスリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）パワートレインコントロールモジュール） 　トランスミッション適応トルクリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）パワートレインコントロールモジュール） 　高電圧系関連故障コードクリア

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）パワートレインコントロールモジュール２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリーコンタクター開原因

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）パワートレインコントロールモジュール２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリーパック充電適応値リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）パワートレインコントロールモジュール２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリーパック容量学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）パワートレインコントロールモジュール２） 　高電圧系関連故障コードクリア

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）パワートレインコントロールモジュール２） 　室内ヒータークーラントコントロールバルブ学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）パワートレインコントロールモジュール２） 　燃費リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　アイドル学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　ストップ／スタートキャパシターステータスリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ストップ／スタートキャパシターステータスリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルボディーアイドルエアフロー補正リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ギアポジションセンサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ストップ／スタートキャパシターステータスリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルボディーアイドルエアフロー補正リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ニュートラルポジションセンサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　過度のクラッチスリップデータリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ギアポジションセンサー学習
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　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルボディーアイドルエアフロー補正リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　過度のクラッチスリップデータリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰアクチュエーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速　（ＭＨＧ）） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＭ）） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｎ）） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（ＭＲＣ）） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（ＭＲＣ）） 　学習値リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｈ）） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｕ）） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｅ）） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｔ）） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｈ）） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（その他）） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　学習値リセット

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャ学習

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ニュートラルポジションセンサー学習

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブースト圧力センサー学習

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ学習

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気マニホールドランナー制御バルブ学習

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　高圧燃料ポンプ学習

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター高速学習

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャ学習

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ニュートラルポジションセンサー学習

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ブースト圧力センサー学習

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ学習

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気マニホールドランナー制御バルブ学習

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　高圧燃料ポンプ学習

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター高速学習

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習
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　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ６　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ６　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ６　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　シャーシコントロールモジュール） 　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット
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　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＰ８　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＰ８　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＰ８　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＰ８　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＰ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＰ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　過度のクラッチスリップデータリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト
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　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーリセット（ユーロ５のみ）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦリセット（ユーロ５のみ）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦ再生

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦ再生（ユーロ５のみ）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサー学習（ユーロ５のみ）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターホイール学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　学習値リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　高圧燃料補正リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　触媒リセット（ユーロ５のみ）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム高圧テスト（エンジン回転）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ガス温度センサーリセット（ユーロ５のみ）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーリセット（ユーロ５のみ）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦリセット（ユーロ５のみ）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦ再生

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦ再生（ユーロ５のみ）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサー学習（ユーロ５のみ）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターホイール学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　学習値リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　高圧燃料補正リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　触媒リセット（ユーロ５のみ）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム高圧テスト（エンジン回転）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ガス温度センサーリセット（ユーロ５のみ）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習
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　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦ再生

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＮＯｘセンサー１リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＮＯｘセンサー２リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｎｏｘ吸着触媒データリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｎｏｘ吸着触媒リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー１）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー２）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー３）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー４）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター補正値リセット（全気筒）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターホイール学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　学習値リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　高圧燃料補正リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　触媒リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦ再生

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＮＯｘセンサー１リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＮＯｘセンサー２リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｎｏｘ吸着触媒データリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｎｏｘ吸着触媒リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー１）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー２）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー３）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー４）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター補正値リセット（全気筒）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターホイール学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　学習値リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　高圧燃料補正リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　触媒リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＶＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＶＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクター学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＶＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＶＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＶＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクター学習

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＶＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（２．７Ｌ　Ｌ３Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ

　パワートレイン（２．７Ｌ　Ｌ３Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（２．７Ｌ　Ｌ３Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット
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システム 項目名

　パワートレイン（２．７Ｌ　Ｌ３Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンエアフィルター寿命リセット

　パワートレイン（２．７Ｌ　Ｌ３Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．７Ｌ　Ｌ３Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンクーラントポンプデータリセット

　パワートレイン（２．７Ｌ　Ｌ３Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンブロッククーラントバルブポジション学習

　パワートレイン（２．７Ｌ　Ｌ３Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（２．７Ｌ　Ｌ３Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　ストップ／スタートキャパシターステータスリセット

　パワートレイン（２．７Ｌ　Ｌ３Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルボディーアイドルエアフロー補正リセット

　パワートレイン（２．７Ｌ　Ｌ３Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーウェストゲート学習

　パワートレイン（２．７Ｌ　Ｌ３Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプドライバーコントロールモジュール設定

　パワートレイン（２．７Ｌ　Ｌ３Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（２．７Ｌ　Ｌ３Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（２．７Ｌ　Ｌ３Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（２．７Ｌ　Ｌ３Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（２．７Ｌ　Ｌ３Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（２．７Ｌ　Ｌ３Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．７Ｌ　Ｌ３Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．７Ｌ　Ｌ３Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．７Ｌ　Ｌ３Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクター学習

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクター学習

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーリセット（ユーロ５のみ）

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦリセット（ユーロ５のみ）

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦ再生

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦ再生（ユーロ５のみ）

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサー学習（ユーロ５のみ）

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターホイール学習

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　学習値リセット

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　高圧燃料補正リセット

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　触媒リセット

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　触媒リセット（ユーロ５のみ）

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム高圧テスト（エンジン回転）

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ガス温度センサーリセット（ユーロ５のみ）

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーリセット（ユーロ５のみ）

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦリセット（ユーロ５のみ）

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦ再生

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦ再生（ユーロ５のみ）

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサー学習（ユーロ５のみ）

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターホイール学習

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトリラクターリング学習

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　学習値リセット

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　高圧燃料補正リセット

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　触媒リセット

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　触媒リセット（ユーロ５のみ）

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ガス温度センサーリセット（ユーロ５のみ）

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習
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システム 項目名

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサー学習値リセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサー学習値リセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　シャーシコントロールモジュール） 　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＴＡＣデータ

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャー学習値リセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）
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システム 項目名

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＭ２　エンジンコントロールモジュール） 　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＭ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料微小噴射量学習オドメーターリセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＭ２　エンジンコントロールモジュール） 　Ｈｉｇｈ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｆｕｅｌ　Ｖａｒｉａｂｌｅ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＭ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＭ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＭ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＭ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＮＯｘセンサー１リセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＭ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＮＯｘセンサー２リセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＭ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＮＯｘ触媒リセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＭ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＮＯＸ触媒リダクタントロードリセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＭ２　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＭ２　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＭ２　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習値リセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＭ２　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーベーンポジション学習

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＭ２　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＭ２　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントシステムデータリセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＭ２　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントフルードタンクレベルリセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＭ２　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＭ２　エンジンコントロールモジュール） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＭ２　エンジンコントロールモジュール） 　触媒１リセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＭ２　エンジンコントロールモジュール） 　大気圧センサーリセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＭ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料フィルター寿命リセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＭ２　エンジンコントロールモジュール） 　排気ガス温度センサーリセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＭ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー学習値リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ギアポジションセンサー学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）
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システム 項目名

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー学習値リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット
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システム 項目名

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　過度のクラッチスリップデータリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ストップ／スタートキャパシターステータスリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ストップ／スタートキャパシターステータスリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　過度のクラッチスリップデータリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ストップ／スタートキャパシターステータスリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　過度のクラッチスリップデータリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール　６速　（ＭＮＨ）） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｇ）） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール　その他） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　学習値リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習
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　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　過度のクラッチスリップデータリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（４．２Ｌ　ＬＴＡ　エンジンコントロールモジュール） 　エアクリーナーモニター設定

　パワートレイン（４．２Ｌ　ＬＴＡ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（４．２Ｌ　ＬＴＡ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習値リセット

　パワートレイン（４．２Ｌ　ＬＴＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーウェストゲート学習

　パワートレイン（４．２Ｌ　ＬＴＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（４．２Ｌ　ＬＴＡ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（４．２Ｌ　ＬＴＡ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（４．２Ｌ　ＬＴＡ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（４．２Ｌ　ＬＴＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（４．２Ｌ　ＬＴＡ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（４．２Ｌ　ＬＴＡ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（４．２Ｌ　ＬＴＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー学習値リセット

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習
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システム 項目名

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　トレーラーライティングコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　トレーラーライティングコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー学習値リセット

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　エアクリーナーモニター設定

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルボディーアイドルエアフロー補正リセット

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（４速オートマチックトランスミッション） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（４速オートマチックトランスミッション） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８２　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８２　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８２　エンジンコントロールモジュール） 　エアクリーナーモニター設定

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８２　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８２　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８２　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８２　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルボディーアイドルエアフロー補正リセット

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８２　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８２　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８２　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８２　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー学習値リセット

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８４　エンジンコントロールモジュール） 　エアクリーナーモニター設定

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８４　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８４　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８４　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８４　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルボディーアイドルエアフロー補正リセット

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８４　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８４　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８４　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習
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　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（５．３Ｌ　ＬＦＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーターシステム

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーターシステム

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー学習値リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８７　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８７　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８７　エンジンコントロールモジュール） 　エアクリーナーモニター設定

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８７　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８７　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８７　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８７　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルボディーアイドルエアフロー補正リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８７　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８７　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８７　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８７　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット
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　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサー学習値リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力センサーリセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサー学習値リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ギアポジションセンサー学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　過度のクラッチスリップデータリセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力センサーリセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサー学習値リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力センサーリセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサー学習値リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ギアポジションセンサー学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　過度のクラッチスリップデータリセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力センサーリセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー学習値リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサー学習値リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルボディーアイドルエアフロー補正リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力センサーリセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサー学習値リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット



●GMUSA　作業サポート(Ver 2022.02)
システム 項目名

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ギアポジションセンサー学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルボディーアイドルエアフロー補正リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　過度のクラッチスリップデータリセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力センサーリセット

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料微小噴射量学習オドメーターリセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　ＮＯｘセンサー１リセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　ＮＯｘセンサー２リセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　ＮＯｘ触媒リセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　ＮＯＸ触媒リダクタントロードリセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習値リセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーベーンポジション学習

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントシステムデータリセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントフルードタンクレベルリセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　触媒１リセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　大気圧センサーリセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料フィルター寿命リセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料微小噴射量データリセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ガス温度センサーリセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　グロープラグコントロールモジュール） 　グロープラグ学習

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　パワーテイクオフコントロールモジュール） 　ＰＴＯ禁止／遮断履歴リセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　パワーテイクオフコントロールモジュール） 　工場設定復元

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦ／触媒２リセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦプレッシャーセンサーデータリセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ＮＯｘセンサー１リセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ＮＯｘセンサー２リセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ＮＯｘ触媒リセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ＮＯＸ触媒リダクタントロードリセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクターディスプレー　再登録

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値プリセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー１）

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー２）

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー３）

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー４）

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー５）

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー６）

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー７）

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー８）

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（全気筒）

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター流量識別子コピー（ＥＣＭ－＆ｇｔ；グロープラグコントロールモジュール）

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター流量識別子コピー（グロープラグコントロールモジュール－＆ｇｔ；ＥＣＭ）

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトリラクターホイール学習

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャ学習

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントインジェクターリセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントシステムデータリセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントシステムリセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントフルードタンクレベルリセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　触媒１リセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料フィルター寿命リセット

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　グロープラグコントロールモジュール） 　グロープラグ学習

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（ＡＴ（オートマチックトランスアクスル）） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（ＡＴ（オートマチックトランスアクスル）） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（ＡＴ（オートマチックトランスミッション）） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（ＡＴ（オートマチックトランスミッション）） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（ＡＴ（オートマチックトランスミッション）） 　高速適応プロセス
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システム 項目名

　パワートレイン（ＭＦＡ　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クラッチポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＥＣＭリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム作動テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＴＰＳ学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数コントロールリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　エンジンエアフィルター寿命リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　エンジンクーラントポンプデータリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　エンジンブロッククーラントバルブポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ストップ／スタートキャパシターステータスリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　スロットルボディーアイドルエアフロー補正リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーウェストゲート学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプドライバーコントロールモジュール設定

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　リモートスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　吸気システム学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　盗難防止学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（エンジンデータディスプレー） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（エンジンデータディスプレー） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（シャーシコントロール　バージョン　アクティブグリルエアシャッター） 　アクティブグリルエアシャッター１

　パワートレイン（シャーシコントロール　バージョン　アクティブグリルエアシャッター） 　アクティブグリルエアシャッター２

　パワートレイン（シャーシコントロール　バージョン　トレーラーブレーキコントロール　オートマチックレベルコントロール） 　サスペンションポジションセンサートリムハイト

　パワートレイン（シャーシコントロール　バージョン　フューエルポンプ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（シャーシコントロール　バージョン　フューエルポンプ　トレーラーブレーキコントロール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（シャーシコントロール　バージョン　フューエルポンプ　排気流） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（シャーシコントロール　バージョン　フューエルポンプ　排気流） 　排気流量コントロールバルブ学習

　パワートレイン（シャーシコントロールモジュール　バージョン　フューエルポンプ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（シャーシコントロールモジュール　バージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター） 　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（シャーシコントロールモジュール　バージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（シャーシコントロールモジュール） 　アクティブグリルエアシャッターシステム

　パワートレイン（シャーシコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（シャーシコントロールモジュール） 　排気流量コントロールバルブ学習

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　１速スイッチアクティベート　（ＮＰ０）） 　レンジアクチュエーター

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　１速スイッチアクティベート　（ＮＰ０）） 　レンジアクチュエーターロック
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　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　１速スイッチアクティベート　（ＮＰ０）） 　レンジアクチュエーター学習

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２ホイールドライブ） 　レンジアクチュエーター

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２ホイールドライブ） 　レンジアクチュエーターロック

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２ホイールドライブ） 　レンジアクチュエーター学習

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速エレクトリックシフト　（ＮＱＦ）） 　レンジアクチュエーター

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速エレクトリックシフト　（ＮＱＦ）） 　レンジアクチュエーターロック

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速エレクトリックシフト　（ＮＱＦ）） 　レンジアクチュエーター学習

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速スイッチアクティベーション　（ＮＱＨ）） 　レンジアクチュエーター

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速スイッチアクティベーション　（ＮＱＨ）） 　レンジアクチュエーターロック

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速スイッチアクティベーション　（ＮＱＨ）） 　レンジアクチュエーター学習

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速マニュアルシフト　（ＮＱＧ）） 　レンジアクチュエーター

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速マニュアルシフト　（ＮＱＧ）） 　レンジアクチュエーターロック

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速マニュアルシフト　（ＮＱＧ）） 　レンジアクチュエーター学習

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースクラッチ過熱回数リセット

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーターロック

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター学習

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　１０速（ＭＦ６）） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　５速） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　サービスクリーニング手順

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　高速適応プロセス

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　ＣＶＴ（ＭＲＧ）） 　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｏｖｅｒｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｃｏｕｎｔｅｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　ＣＶＴ（ＭＲＱ）） 　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｏｖｅｒｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｃｏｕｎｔｅｒ　Ｒｅｓｅｔ

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　Ｐ／Ｎ位置学習手順

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ギアセレクター［Ｎ］位置学習

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアダプティブ値学習

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションオイルライフリセット

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションサービス高速学習

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションソレノイドバルブ補正リセット

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応圧力リセット

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ファンクションリセット

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　学習機能

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　学習値リセット

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　高速適応プロセス

　パワートレイン（トランスミッションデータディスプレー） 　トランスミッション適応クリア

　パワートレイン（トレーラータイヤ空気圧インジケータモジュール） 　トレーラータイヤ空気圧センサーマニュアル学習

　パワートレイン（ハイブリッド　ＥＶ　パワートレインコントロールモジュール　１） 　トランスミッション適応トルクリセット

　パワートレイン（ハイブリッド　ＥＶ　パワートレインコントロールモジュール　１） 　高電圧系関連故障コードクリア

　パワートレイン（ハイブリッド　ＥＶ　パワートレインコントロールモジュール　２） 　ＥＶレンジリセット

　パワートレイン（ハイブリッド　ＥＶ　パワートレインコントロールモジュール　２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリーコンタクター開原因

　パワートレイン（ハイブリッド　ＥＶ　パワートレインコントロールモジュール　２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリーパックデータリセット

　パワートレイン（ハイブリッド　ＥＶ　パワートレインコントロールモジュール　２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリーパック充電適応値リセット

　パワートレイン（ハイブリッド　ＥＶ　パワートレインコントロールモジュール　２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリーパック容量学習

　パワートレイン（ハイブリッド　ＥＶ　パワートレインコントロールモジュール　２） 　高電圧系関連故障コードクリア

　パワートレイン（ハイブリッド　ＥＶ　パワートレインコントロールモジュール　２） 　燃費リセット

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　トランスミッション適応トルクリセット

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　高電圧系関連故障コードクリア

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　ＤＣチャージング無効リセット

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　ＥＶレンジリセット

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリーコンタクター開原因

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリーパッククーラントコントロールバルブ学習

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリーパックデータリセット

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリーパック充電適応値リセット

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリーパック容量学習

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　高電圧系関連故障コードクリア

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　室内ヒータークーラントコントロールバルブ学習

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　手動ヒューズライフリセット

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　燃費リセット

　パワートレイン（フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール　バージョン０５０１） 　ＡＷＤ無効（故障カウンターリセット）

　パワートレイン（リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール　バージョン０５０２） 　ＡＷＤ無効（故障カウンターリセット）

　パワートレイン（リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール） 　ＡＷＤ無効（故障カウンターリセット）

　パワートレイン（リアドライブシステム） 　ＣＣＭ　ＲＤＳ　ＩＤマッチング

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　ＬＩＮバスデバイスＩＤインフォメーション

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　タイヤ空気圧センサー学習

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　タイヤ空気圧センサー信号リセット

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　ティーンドライバーキーＰＩＮリセット
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　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　バッテリーセンサーモジュール学習

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リア右ウィンドウ学習値消去

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リア左ウィンドウ学習値消去

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　運転席ウインドウ学習値消去

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　助手席ウインドウ学習値消去

　ボディー（ＣＪ２　デュアルゾーン　オートエアコン） 　ＨＶＡＣアクチュエーター再調整

　ボディー（ＣＪ２　デュアルゾーン　オートエアコン） 　パワーダウン

　ボディー（ＣＪ３　マニュアルＨＶＡＣデュアルゾーン） 　ＨＶＡＣアクチュエーター再調整

　ボディー（ＣＪ４　Ｔｒｉゾーン　オートエアコン） 　パワーダウン

　ボディー（ＨＶＡＣ　マニュアルコントロールデュアルゾーン（ＣＪ３）） 　ＨＶＡＣアクチュエーター学習

　ボディー（ＨＶＡＣ　マニュアルコントロールデュアルゾーン（ＣＪ３）） 　ＨＶＡＣアフターブロー設定

　ボディー（ＨＶＡＣ　マニュアルコントロールデュアルゾーン（ＣＪ３）） 　外気温度インスタントアップデート

　ボディー（ＨＶＡＣ　マニュアルコントロールヒーターオンリー　（Ｃ４２）） 　ＨＶＡＣアクチュエーター学習

　ボディー（ＨＶＡＣ　マニュアルコントロールヒーターオンリー　（Ｃ４２）） 　外気温度インスタントアップデート

　ボディー（ＨＶＡＣ（エアコン）コントロールモジュール） 　ＨＶＡＣ（エアコン）外気温度ディスプレー

　ボディー（ＨＶＡＣ（エアコン）コントロールモジュール） 　ＨＶＡＣアクチュエーター学習

　ボディー（ＨＶＡＣ（エアコン）コントロールモジュール） 　ＨＶＡＣアクチュエーター再調整

　ボディー（ＨＶＡＣ（エアコン）コントロールモジュール） 　ＨＶＡＣアフターブロー設定

　ボディー（ＨＶＡＣ（エアコン）コントロールモジュール） 　アクチュエーターリキャリブレーション

　ボディー（ＨＶＡＣ（エアコン）コントロールモジュール） 　オプション設定

　ボディー（ＨＶＡＣ（エアコン）コントロールモジュール） 　パワーダウン

　ボディー（ＨＶＡＣ（エアコン）コントロールモジュール） 　外気温度インスタントアップデート

　ボディー（ＨＶＡＣ（エアコン）コントロールモジュール） 　後吹きオプション

　ボディー（ＨＶＡＣ（エアコン）コントロールモジュール） 　新しいＨＶＡＣ設定

　ボディー（ＨＶＡＣオートコントロール　デュアルゾーン（ＣＪ２）） 　ＨＶＡＣアクチュエーター学習

　ボディー（ＨＶＡＣオートコントロール　デュアルゾーン（ＣＪ２）） 　ＨＶＡＣアフターブロー設定

　ボディー（ＨＶＡＣオートコントロール　デュアルゾーン（ＣＪ２）） 　外気温度インスタントアップデート

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　オートデュアル（ＣＪ２）） 　ＨＶＡＣアクチュエーター学習

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　オートデュアル（ＣＪ２）） 　ＨＶＡＣアフターブロー設定

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　オート信号（Ｃ６８）） 　ＨＶＡＣアクチュエーター学習

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　オート信号（Ｃ６８）） 　ＨＶＡＣアフターブロー設定

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　セミオートシングル（Ｃ４Ｐ）） 　ＨＶＡＣアクチュエーター学習

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　セミオートシングル（Ｃ４Ｐ）） 　ＨＶＡＣアフターブロー設定

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　マニュアル信号（Ｃ６７）） 　ＨＶＡＣアクチュエーター学習

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　マニュアル信号（Ｃ６７）） 　ＨＶＡＣアフターブロー設定

　ボディー（ＨＶＡＣマニュアルコントロール　シングルゾーン（Ｃ６７）） 　ＨＶＡＣアクチュエーター学習

　ボディー（ＨＶＡＣマニュアルコントロール　シングルゾーン（Ｃ６７）） 　ＨＶＡＣアフターブロー設定

　ボディー（ＨＶＡＣマニュアルコントロール　シングルゾーン（Ｃ６７）） 　外気温度インスタントアップデート

　ボディー（ＳＩＲ（乗員補助拘束装置）） 　ＢＣＭにＳＤＭプライマリーキー設定

　ボディー（ＳＩＲ（乗員補助拘束装置）） 　バックルアップリマインダー

　ボディー（ＳＩＲ（乗員補助拘束装置）） 　運転席シートベルトリマインダー制御

　ボディー（ＳＩＲ（乗員補助拘束装置）） 　助手席シートベルトリマインダー制御

　ボディー（ＳＩＲ（乗員補助拘束装置）） 　新しいＳＤＭ登録

　ボディー（ＳＩＲ（乗員補助拘束装置）） 　製造有効カウンター消去

　ボディー（アシストステップコントローラー） 　アシストステップ学習手順

　ボディー（アシストステップコントロールモジュール） 　アシストステップモーター学習

　ボディー（アップレベル（ＩＯ４　ＩＯ５　ＩＯ６）） 　Ｖａｌｅｔモードコード消去

　ボディー（アップレベル（ＩＯ４　ＩＯ５　ＩＯ６）） 　コントロールモジュールリセット

　ボディー（アップレベルラジオ　（ＩＯ４　ＩＯ５　ＩＯ６）） 　Ｖａｌｅｔモードコード消去

　ボディー（アップレベルラジオ　（ＩＯ４　ＩＯ５　ＩＯ６）） 　コントロールモジュールリセット

　ボディー（アップレベルラジオ） 　ＶＩＮ再登録

　ボディー（アップレベルラジオ） 　オプショナルモジュール

　ボディー（アップレベルラジオ） 　チャイム音量

　ボディー（アップレベルラジオ） 　チャイム設定

　ボディー（アップレベルラジオ） 　チューナーキャリブレーション

　ボディー（アップレベルラジオ） 　ラジオ登録

　ボディー（アップレベルラジオ） 　リージョンコードオプション

　ボディー（アップレベルラジオ） 　国コード変更

　ボディー（アップレベルラジオ） 　防盗ロックＬＥＤ

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　ナビゲーション音声

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　再補正

　ボディー（イモビライザー） 　イモビライザ－ＥＣＭリンク

　ボディー（イモビライザー） 　キーコーディング

　ボディー（イモビライザー） 　キー診断

　ボディー（イモビライザー） 　キー登録

　ボディー（インストルメントクラスター　エンハンスドドライバーインフォセンター（ＵＤＤ）） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（インストルメントクラスター　フルスクリーンディスプレー（ＵＤＶ）） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（インストルメントクラスター　ヘッドアップディスプレー　未装備） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（インストルメントクラスター　ヘッドアップディスプレー（ＵＶ６）） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（インストルメントクラスター　ラジオタイプ　（ＩＯＲ）） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（インストルメントクラスター　ラジオタイプ　（ＩＯＳ）） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（インストルメントクラスター　ラジオタイプ　（ＩＯＴ）） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（インストルメントクラスター　ラジオタイプ　（ＩＯＵ）） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（インストルメントクラスター　拡張ドライバーインフォメーションセンター（ＵＤＤ）） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（インストルメントクラスター　拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター（ＵＤＣ）） 　ＣＡＮバス設定学習
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　ボディー（インストルメントクラスター） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（インストルメントクラスター） 　オーディオトーン

　ボディー（インストルメントクラスター） 　タイミングベルトライフリセット

　ボディー（インストルメントクラスター） 　外気温度インスタントアップデート

　ボディー（インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター　（ＵＨＳ）） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（インストルメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター　（ＵＤＣ）） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ＢＰＰセンサー補正

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ＤＴＣ無効化

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ＩＰＣ設定

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ＶＩＮ新規登録

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ＶＩＮ登録

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　エアクオリティーセンシティビティーレベル

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　オプション設定

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　コラムロックリレー作動

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　車速制限

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　全モーター再補正

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　中東モード

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　ダイアグノーシスモジュール） 　ヨーレートセンサー学習

　ボディー（エアコン　Ｃ６７　シングル） 　後吹きオプション

　ボディー（エアコン　ＣＪ３　デュアル） 　後吹きオプション

　ボディー（エアコンオートコントロール　シングルゾーン（ＣＪ４）） 　ＨＶＡＣアクチュエーター学習

　ボディー（エアコンオートコントロール　トライゾーン（ＣＪ４）） 　ＨＶＡＣアクチュエーター学習

　ボディー（エアコンコントロールモジュール　マニュアルシングル　（Ｃ６０）） 　ＨＶＡＣアクチュエーター学習

　ボディー（オートエアコン　シングルゾーン（Ｃ６８）） 　ＨＶＡＣアクチュエーター学習

　ボディー（オートエアコン　リアマニュアルコントロール（Ｃ６９）） 　ＨＶＡＣアクチュエーター学習

　ボディー（オートエアコン） 　ＨＶＡＣアクチュエーター再調整

　ボディー（オートエアコンＰＨＴ） 　ＨＶＡＣアクチュエーター再調整

　ボディー（オートエアコンコントロールモジュール） 　ＨＶＡＣ（エアコン）外気温度ディスプレー

　ボディー（オートエアコンコントロールモジュール） 　アクチュエーターリキャリブレーション

　ボディー（オートエアコンコントロールモジュール） 　インスタントＯＡＴアップデート

　ボディー（オートエアコンコントロールモジュール） 　パワーダウン

　ボディー（オートエアコンコントロールモジュール） 　後吹きオプション

　ボディー（オートエアコンコントロールモジュール） 　全モーター再補正

　ボディー（オートリアエアコン　ＲＳＡ） 　ＨＶＡＣアクチュエーター再調整

　ボディー（オンスター） 　オプション設定

　ボディー（オンスター） 　希望システム設定

　ボディー（オンスター） 　言語設定

　ボディー（オンスター） 　新しいオンスター設定

　ボディー（キーレスエントリーコントロールモジュール） 　接近検知無効原因消去

　ボディー（キーレスエントリーコントロールモジュール） 　キーフォブ追加／交換

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　ステアリングコラムソフトストップクリア

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　ステアリングコラムソフトストップ学習

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　調整式ペダルソフトストップ学習

　ボディー（シリアルデータゲートウェイモジュール） 　クラッシュセンサーリセット

　ボディー（セミオートマチックステアリングアンドブレーキング付きパーキングアシストコントロールモジュール（ＵＫＧ）） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（セミオートマチックステアリング付きパーキングアシストコントロールモジュール（ＵＦＱ）） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（タイヤ空気圧インジケーターモジュール） 　タイヤ空気圧センサー学習

　ボディー（ダッシュ統合モジュール） 　ＶＩＮ新規登録

　ボディー（ダッシュ統合モジュール） 　オプション設定

　ボディー（ディレクショナルヘッドランプコントロールモジュールバージョンオートマチックレベリングシステム） 　ＨＶＡＣアクチュエーター学習

　ボディー（テレマティクスビークルローカライゼーション　イモビライゼーションコントロールモジュール） 　コントロールモジュールリセット

　ボディー（テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール　緊急応答支援バージョン） 　Ｂａｃｋｕｐ　Ｂａｔｔｅｒｙ　Ｔｉｍｅｒ　Ｒｅｓｅｔ

　ボディー（テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン１１） 　Ｂａｃｋｕｐ　Ｂａｔｔｅｒｙ　Ｔｉｍｅｒ　Ｒｅｓｅｔ

　ボディー（テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール） 　Ｂａｃｋｕｐ　Ｂａｔｔｅｒｙ　Ｔｉｍｅｒ　Ｒｅｓｅｔ

　ボディー（トレーラーインターフェイスコントロールモジュール） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（トレーラーライティングコントロールモジュール） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（ナイトビジョンカメラコントロールモジュール） 　ファンクションリセット

　ボディー（ナイトビジョンカメラコントロールモジュール） 　製造有効カウンターリセット

　ボディー（ナビゲーション　ラジオ） 　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ

　ボディー（ナビゲーション　ラジオ） 　Ｓｈｉｐモード

　ボディー（ナビゲーション　ラジオ） 　ＶＩＮ再登録

　ボディー（ナビゲーション　ラジオ） 　オプション設定

　ボディー（ナビゲーション　ラジオ） 　チャイム音量

　ボディー（ナビゲーション　ラジオ） 　ナビ／ラジオ盗難防止システム

　ボディー（ナビゲーション　ラジオ） 　長波

　ボディー（パーキングアシストコントロールモジュール　ＤＩＤ７２Ｈｉｓｔｏｒｙ） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（パーキングアシストコントロールモジュール　ＧＭＬＡＮ） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（パーキングアシストコントロールモジュール（サイドオブジェクト検出インジケータ　ＵＤＱ）） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（パーキングアシストコントロールモジュール（サイドオブジェクト検出インジケータ　ＵＤＱ）） 　パーキングアシストセンサー学習

　ボディー（パーキングアシストコントロールモジュール（サイドオブジェクト検出インジケータ装備なし）） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（パーキングアシストコントロールモジュール（サイドオブジェクト検出インジケータ装備なし）） 　パーキングアシストセンサー学習

　ボディー（パーキングアシストコントロールモジュール） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（パーキングアシストコントロールモジュール） 　パーキングアシストセンサー学習

　ボディー（パーキングアシストコントロールモジュールアドバンスパーキングアシスト　（ＵＤＰ）） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（パーキングアシストコントロールモジュールバージョン装備なし） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（パーソナライゼーション） 　オートドアロックモード
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　ボディー（パーソナライゼーション） 　オプション設定

　ボディー（パーソナライゼーション） 　ペリメーターランプ

　ボディー（パーソナルオーヂホリンクコントロールモジュール） 　設定／リセット機能

　ボディー（パーソナルオーディオリンクモジュール） 　デジタルラジオレシーバー

　ボディー（パーソナルオーディオリンクモジュール） 　ラジオＲＰＯ選択

　ボディー（ビデオプロセッシングコントロールモジュール） 　アライメント学習（フロントカメラ）

　ボディー（ビデオプロセッシングコントロールモジュール） 　アライメント学習（リアカメラ）

　ボディー（ビデオプロセッシングコントロールモジュール） 　アライメント学習（右側カメラ）

　ボディー（ビデオプロセッシングコントロールモジュール） 　アライメント学習（左側カメラ）

　ボディー（ビデオプロセッシングコントロールモジュール） 　アライメント学習（全カメラ）

　ボディー（ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール） 　インフォメーションディスプレーテスト

　ボディー（ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール） 　コントロールモジュールリセット

　ボディー（ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール） 　音声認識

　ボディー（フロント　リアセンサー付きパーキングアシストコントロールモジュール（ＵＤ５）） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（フロントビューカメラ（フロントガラス）） 　カメラ学習キャンセル

　ボディー（フロントビューカメラ（フロントガラス）） 　フロントビューカメラ学習

　ボディー（フロントビューカメラ（フロントガラス）） 　無効履歴クリア

　ボディー（フロントビューカメラモジュール） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（フロントビューカメラモジュール） 　カメラ学習キャンセル

　ボディー（フロントビューカメラモジュール） 　フロントビューカメラ学習

　ボディー（フロントビューカメラモジュール） 　車両方向カメラ学習

　ボディー（フロントビューカメラモジュール） 　無効履歴クリア

　ボディー（ベースラジオ） 　ＶＩＮ再登録

　ボディー（ベースラジオ） 　オプショナルモジュール

　ボディー（ベースラジオ） 　オプション設定

　ボディー（ベースラジオ） 　チャイム音量

　ボディー（ベースラジオ） 　ラジオ登録

　ボディー（ベースラジオ） 　リージョンコードオプション

　ボディー（ベースラジオ） 　国コード変更

　ボディー（ヘッドアップディスプレイ） 　ＤＴＣ無効化

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　ＤＴＣ無効化

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　コードインデックス

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　ヘッドライトレベリングセンサー学習

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　モジュール補正

　ボディー（ホールディングトップモジュール） 　フォールディングトップ学習

　ボディー（ホールディングトップモジュール） 　再補正

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　キーフォブ登録（複数）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　キーフォブ登録（複数）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ）） 　ＢＰＰセンサー補正

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　キーフォブ登録（複数）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（Ｏｔｈｅｒ）） 　ＢＰＰセンサー補正

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ＬＩＮバスデバイスＩＤインフォメーション

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　タイヤ空気圧センサー学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　タイヤ空気圧センサー信号リセット

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ティーンドライバーキーＰＩＮリセット

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　バッテリーセンサーモジュール学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リア右ウィンドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リア左ウィンドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　運転席ウインドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　助手席ウインドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　ＬＩＮバスデバイスＩＤインフォメーション

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　タイヤ空気圧センサー学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　タイヤ空気圧センサー信号リセット

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　ティーンドライバーキーＰＩＮリセット

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　リア右ウィンドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　リア左ウィンドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　運転席ウインドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　助手席ウインドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　ＬＩＮバスデバイスＩＤインフォメーション

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　タイヤ空気圧センサー学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　タイヤ空気圧センサー信号リセット

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　ティーンドライバーキーＰＩＮリセット

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　バッテリーセンサーモジュール学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　リア右ウィンドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　リア左ウィンドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　運転席ウインドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　助手席ウインドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　オートＨＶＡＣモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　ＬＩＮバスデバイスＩＤインフォメーション

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　タイヤ空気圧センサー学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　運転席ウインドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　助手席ウインドウ学習値消去
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　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クラシック） 　ＢＰＰセンサー補正

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　ＬＩＮバスデバイスＩＤインフォメーション

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　タイヤ空気圧センサー学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　運転席ウインドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　助手席ウインドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　ＬＩＮバスデバイスＩＤインフォメーション

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　ストップ／スタートセレクトスイッチインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　タイヤ空気圧センサー学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　タイヤ空気圧センサー信号リセット

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　ティーンドライバーキーＰＩＮリセット

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　バッテリーセンサーモジュール学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　リア右ウィンドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　リア左ウィンドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　運転席ウインドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　助手席ウインドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　ＬＩＮバスデバイスＩＤインフォメーション

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　ストップ／スタートセレクトスイッチインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　タイヤ空気圧センサー学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　タイヤ空気圧センサー信号リセット

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　ティーンドライバーキーＰＩＮリセット

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　バッテリーセンサーモジュール学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　リア右ウィンドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　リア左ウィンドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　運転席ウインドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　助手席ウインドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　ＬＩＮバスデバイスＩＤインフォメーション

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　タイヤ空気圧センサー学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　タイヤ空気圧センサー信号リセット

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　ティーンドライバーキーＰＩＮリセット

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　バッテリーセンサーモジュール学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　運転席ウインドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　助手席ウインドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　ＬＩＮバスデバイスＩＤインフォメーション

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　タイヤ空気圧センサー学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　タイヤ空気圧センサー信号リセット

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ＬＩＮバスデバイスＩＤインフォメーション

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ストップ／スタートセレクトスイッチインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　タイヤ空気圧センサー学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　タイヤ空気圧センサー信号リセット

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ティーンドライバーキーＰＩＮリセット

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　バッテリーセンサーモジュール学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リア右ウィンドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リア左ウィンドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　運転席ウインドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　助手席ウインドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　ＬＩＮバスデバイスＩＤインフォメーション

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　ストップ／スタートセレクトスイッチインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　タイヤ空気圧センサー学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　タイヤ空気圧センサー信号リセット

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　ティーンドライバーキーＰＩＮリセット

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　バッテリーセンサーモジュール学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リア右ウィンドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リア左ウィンドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　運転席ウインドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　助手席ウインドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　ＬＩＮバスデバイスＩＤインフォメーション

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　タイヤ空気圧センサー学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　タイヤ空気圧センサー信号リセット

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　ティーンドライバーキーＰＩＮリセット

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　バッテリーセンサーモジュール学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　リア右ウィンドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　リア左ウィンドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　運転席ウインドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　助手席ウインドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マニュアルＨＶＡＣモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マリブ） 　ＢＰＰセンサー補正

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　ＬＩＮバスデバイスＩＤインフォメーション

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　タイヤ空気圧センサー学習
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　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　タイヤ空気圧センサー信号リセット

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ＢＣＭにＳＤＭプライマリーキー設定

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ＢＣＭ再登録

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ＢＣＭ登録

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ＢＰＰセンサー補正

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ＣＴＤオペレーション

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ＣＴＤオペレーション／フォブフィードバック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ＬＩＮバスデバイスＩＤインフォメーション

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ＰＯＳ（販売店情報）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ＶＩＮ新規登録

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　オイルライフリセット

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　オプション設定

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　オプション設定異常

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　キーフォブフィードバック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　キーフォブ登録（複数）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ステアリングコラムロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　タイヤ空気圧センサー学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　タイヤ空気圧センサー信号リセット

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　タイヤ空気圧リセット

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ティーンドライバーキーＰＩＮリセット

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ドアロックオペレーション

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　トワイライトセンチネル再登録

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　パーソナライゼーション

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　バッテリーセンサーモジュール学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　パワーダウン

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　プレアラームオプション

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア右ウィンドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア左ウィンドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　運転席ウインドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　助手席ウインドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　保持アクセサリー電源

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　ＬＩＮバスデバイスＩＤインフォメーション

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　タイヤ空気圧センサー学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　タイヤ空気圧センサー信号リセット

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　バッテリーセンサーモジュール学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　運転席ウインドウ学習値消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　助手席ウインドウ学習値消去

　ボディー（マニュアルエアコン） 　ＨＶＡＣアクチュエーター再調整

　ボディー（マニュアルエアコンコントロールモジュール） 　アクチュエーターリキャリブレーション

　ボディー（マニュアルエアコンコントロールモジュール） 　後吹きオプション

　ボディー（マニュアルエアコンコントロールモジュール） 　全モーター再補正

　ボディー（マニュアルエアコンデュアルゾーン　（ＣＪ２）） 　ＨＶＡＣアクチュエーター学習

　ボディー（マニュアルリアエアコン） 　ＨＶＡＣアクチュエーター再調整

　ボディー（マルチメディアプレーヤーインターフェイスモジュール） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　ＤＴＣ情報クリア

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　ＤＴＣ無効化

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　アジャスタブルペダル調整

　ボディー（ラジオ　（ＩＯ３）） 　Ｖａｌｅｔモードコード消去

　ボディー（ラジオ　（ＩＯ３）） 　コントロールモジュールリセット

　ボディー（ラジオ　（ＩＯＢ）） 　Ｖａｌｅｔモードコード消去

　ボディー（ラジオ　ＮＧＦ　Ｎｅｓｔ　Ｇｅｎ　フェイスプレート） 　Ｖａｌｅｔモードコード消去

　ボディー（ラジオ　アップレベル　（ＩＯ４　ＩＯ５　ＩＯ６）） 　Ｖａｌｅｔモードコード消去

　ボディー（ラジオ　アップレベル　（ＩＯ４　ＩＯ５　ＩＯ６）） 　コントロールモジュールリセット

　ボディー（ラジオ　ベース　（ＩＯ３　ＩＯ７）） 　Ｖａｌｅｔモードコード消去

　ボディー（ラジオ　ベース　（ＩＯ３　ＩＯ７）） 　コントロールモジュールリセット

　ボディー（ラジオ（ＩＯ５）） 　Ｖａｌｅｔモードコード消去

　ボディー（ラジオ（ＩＯ５）） 　コントロールモジュールリセット

　ボディー（ラジオ（ＩＯ６）） 　Ｖａｌｅｔモードコード消去

　ボディー（ラジオ（ＩＯ６）） 　コントロールモジュールリセット

　ボディー（ラジオ（ＩＯＲ）） 　Ｖａｌｅｔモードコード消去

　ボディー（ラジオ（ＩＯＲ）） 　インフォメーションディスプレーテスト

　ボディー（ラジオ（ＩＯＲ）） 　チャイム

　ボディー（ラジオ（ＩＯＲ）） 　ティーンドライバーキーＰＩＮリセット

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　Ｖａｌｅｔモードコード消去

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　インフォメーションディスプレーテスト

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　ティーンドライバーキーＰＩＮリセット

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　音声認識

　ボディー（ラジオ（ＩＯＴ）） 　Ｖａｌｅｔモードコード消去

　ボディー（ラジオ（ＩＯＴ）） 　インフォメーションディスプレーテスト

　ボディー（ラジオ（ＩＯＴ）） 　ティーンドライバーキーＰＩＮリセット

　ボディー（ラジオ（ＩＯＴ）） 　音声認識

　ボディー（ラジオ（ＩＯＵ）） 　Ｖａｌｅｔモードコード消去

　ボディー（ラジオ（ＩＯＵ）） 　インフォメーションディスプレーテスト



●GMUSA　作業サポート(Ver 2022.02)
システム 項目名

　ボディー（ラジオ（ＩＯＵ）） 　ティーンドライバーキーＰＩＮリセット

　ボディー（ラジオ（ＩＯＵ）） 　音声認識

　ボディー（ラジオ（ＩＰ０）） 　Ｖａｌｅｔモードコード消去

　ボディー（ラジオ（ＩＰ１）） 　Ｖａｌｅｔモードコード消去

　ボディー（ラジオ（ベース）） 　Ｖａｌｅｔモードコード消去

　ボディー（ラジオ） 　２４時間表示／１２時間表示

　ボディー（ラジオ） 　Ｖａｌｅｔモードコード消去

　ボディー（ラジオ） 　ＶＩＮ再登録

　ボディー（ラジオ） 　ＶＩＮ登録

　ボディー（ラジオ） 　インフォメーションディスプレーテスト

　ボディー（ラジオ） 　オプショナルモジュール

　ボディー（ラジオ） 　オプション設定

　ボディー（ラジオ） 　コントロールモジュールリセット

　ボディー（ラジオ） 　シーク／スキャン感度レベル

　ボディー（ラジオ） 　チャイム音量

　ボディー（ラジオ） 　チャイム設定

　ボディー（ラジオ） 　チューナーキャリブレーション

　ボディー（ラジオ） 　チューナー設定

　ボディー（ラジオ） 　ティーンドライバーキーＰＩＮリセット

　ボディー（ラジオ） 　ラジオ登録

　ボディー（ラジオ） 　リージョンコードオプション

　ボディー（ラジオ） 　音声認識

　ボディー（ラジオ） 　国コード変更

　ボディー（ラジオ） 　長波

　ボディー（ラジオ） 　防盗ロックＬＥＤ

　ボディー（ラジオ　エアコンコントロール） 　コントロールモジュールリセット

　ボディー（ラジオコントロール） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（ラジオナビゲーション） 　ＶＩＮ再登録

　ボディー（リアエアコン　ＲＳＡ） 　ＨＶＡＣアクチュエーター再調整

　ボディー（リアシートモジュール） 　オートキャリブレーション

　ボディー（リアシートモジュール） 　リクライニングモーター

　ボディー（リアシートモジュール） 　回転モーター

　ボディー（リアシートモジュール） 　水平モーター

　ボディー（リアセンサー付きパーキングアシストコントロールモジュール（ＵＤ７）） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（リア右ドアモジュール） 　ＤＴＣ無効化

　ボディー（リア右ドアモジュール） 　ドアモジュールＶＩＮ再登録

　ボディー（リア左ドアモジュール） 　ＤＴＣ無効化

　ボディー（リア左ドアモジュール） 　ドアモジュールＶＩＮ再登録

　ボディー（リア統合モジュール） 　オプション設定

　ボディー（リア補助エアコン） 　ＨＶＡＣモジュール補正

　ボディー（リフトゲートコントロールモジュール　ターゲット実装　ＭＹ　２０１５　（ＷＭＦ）） 　リフトゲート全開位置学習

　ボディー（リフトゲートコントロールモジュール　ターゲット実装　ＭＹ　２０１５．５　（ＡＶＦ）） 　ハンズフリーリフトゲートセンサーコントロールモジュール校正

　ボディー（リフトゲートコントロールモジュール　ターゲット実装　ＭＹ　２０１５．５　（ＡＶＦ）） 　リフトゲート全開位置学習

　ボディー（リフトゲートコントロールモジュール） 　ハンズフリーリフトゲートセンサーコントロールモジュール校正

　ボディー（リフトゲートコントロールモジュール） 　リフトゲート全開位置学習

　ボディー（リフトゲートモジュール） 　ＬＧＭ開／閉テスト

　ボディー（リフトゲートモジュール） 　ＴＰＭオプション有効化

　ボディー（リモートコントロールドアロックレシーバー） 　ＴＰＭ学習モード

　ボディー（リモートコントロールドアロックレシーバー） 　ＴＰＭ学習モード（２００８年式のみ）

　ボディー（リモートコントロールドアロックレシーバー） 　キーフォブ全消去

　ボディー（リモートコントロールドアロックレシーバー） 　キーレスエントリーアンテナ（センターコンソールＯＮ）

　ボディー（リモートコントロールドアロックレシーバー） 　キーレスエントリーアンテナ（運転席側エクステリア）

　ボディー（リモートコントロールドアロックレシーバー） 　キーレスエントリーアンテナ（助手席側エクステリア）

　ボディー（リモートコントロールドアロックレシーバー） 　すべてのリモート無効

　ボディー（リモートコントロールドアロックレシーバー） 　パーソナライゼーション

　ボディー（リモートコントロールドアロックレシーバー） 　次に有効なスロット

　ボディー（リモートコントロールドアロックレシーバー） 　新しいＲＣＤＬＲ設定

　ボディー（リモートヒーター　エアコンオート信号（Ｃ６８）） 　ＨＶＡＣアクチュエーター学習

　ボディー（リモートヒーター　エアコンコントロールモジュール） 　ＨＶＡＣアクチュエーター学習

　ボディー（リモートヒーター　エアコンマニュアルヒーターオンリー（Ｃ４２）） 　ＨＶＡＣアクチュエーター学習

　ボディー（リモートヒーター　エアコンマニュアル信号（Ｃ６７）） 　ＨＶＡＣアクチュエーター学習

　ボディー（リモート機能アクチュエーション） 　オプション設定

　ボディー（ロングレンジレーダーセンサーモジュール） 　ロングレンジレーダーセンサーモジュール学習

　ボディー（右シートベルトリトラクターモーターモジュール） 　履歴バッファーリセット

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　調整式ペダルソフトストップ学習

　ボディー（運転席ドアスイッチ） 　パワーウィンドウモーター再登録

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　ＤＴＣ無効化

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　オプション設定

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　ドアモジュールＶＩＮ再登録

　ボディー（拡張範囲パッシブエントリー　キーレスリモートコントロール　（ＡＴＨ）） 　キーレスエントリーアンテナ（センターコンソールＯＮ）

　ボディー（拡張範囲パッシブエントリー　キーレスリモートコントロール　（ＡＴＨ）） 　キーレスエントリーアンテナ（ボディー右側）

　ボディー（拡張範囲パッシブエントリー　キーレスリモートコントロール　（ＡＴＨ）） 　キーレスエントリーアンテナ（ボディー左側）

　ボディー（拡張範囲パッシブエントリー　キーレスリモートコントロール　（ＡＴＨ）） 　キーレスエントリーアンテナ（運転席側エクステリア）

　ボディー（拡張範囲パッシブエントリー　キーレスリモートコントロール　（ＡＴＨ）） 　キーレスエントリーアンテナ（助手席側エクステリア）

　ボディー（距離感知クルーズコントロール） 　ＤＳＣＣ設定（日本仕様車のみ）

　ボディー（距離感知クルーズコントロール） 　工場出荷時リセット
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　ボディー（携帯電話コントロールモジュール） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（左シートベルトリトラクターモーターモジュール） 　履歴バッファーリセット

　ボディー（車両警告アラームモジュール） 　モジュール補正

　ボディー（車両通信　インターフェイスモジュール） 　ＧＰＳデータ

　ボディー（車両通信　インターフェイスモジュール） 　オプション設定

　ボディー（車両通信　インターフェイスモジュール） 　希望システム設定

　ボディー（車両通信　インターフェイスモジュール） 　言語設定

　ボディー（車両通信　インターフェイスモジュール） 　新しいオンスター設定

　ボディー（車両盗難防止） 　オプション設定

　ボディー（車両盗難防止） 　新しいＶＴＤモジュール設定

　ボディー（車両方位カメラコントロールモジュール） 　車両方向カメラ学習

　ボディー（車両方位カメラコントロールモジュール） 　無効履歴クリア

　ボディー（助手席ドアスイッチ） 　パワーウィンドウモーター再登録

　ボディー（助手席ドアモジュール） 　ＤＴＣ無効化

　ボディー（助手席ドアモジュール） 　ＴＰＭオプション有効化

　ボディー（助手席ドアモジュール） 　オプション設定

　ボディー（助手席ドアモジュール） 　キーフォブ全登録

　ボディー（助手席ドアモジュール） 　キーフォブ登録

　ボディー（助手席ドアモジュール） 　スペアタイヤモニター停止

　ボディー（助手席ドアモジュール） 　センサー位置学習

　ボディー（助手席ドアモジュール） 　ドアモジュールＶＩＮ再登録

　ボディー（助手席プレゼンスシステム） 　ＤＴＣ消去　ＰＰＳリセット

　ボディー（助手席プレゼンスシステム） 　乗員検知システムプレロード

　ボディー（助手席プレゼンスシステム） 　乗員検知システム学習

　ボディー（助手席プレゼンスシステム） 　乗員検知センサー学習

　ボディー（助手席プレゼンスモジュール） 　乗員検知センサー学習

　ボディー（暖房　エアコン） 　ＨＶＡＣアクチュエーター再調整

　ボディー（暖房　エアコン） 　オプション設定

　ボディー（暖房　エアコン） 　後吹きオプション

　ボディー（暖房　エアコン） 　新しいＨＶＡＣ設定

　ボディー（歩行者衝突検出モジュール） 　データリコーダー

　ボディー（歩行者衝突検出モジュール） 　新しいＰＩＤＭ設定

　ボディー（補助エアコンコントロールモジュール（ＣＪ４エアコンのみ）） 　パワーダウン

　ボディー（補助エアコンコントロールモジュール） 　パワーダウン


