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システム名 項目名

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　エア抜き

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

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　ブレーキラインコネクション

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　圧力センサー

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　横Ｇセンサー

　ＡＣＣ（アクティブクルーズコントロール） 　ＡＣＣセンサー起動

　ＡＣＳＭ（衝突セーフティーモジュール） 　エアバッグＯＮ（登録作業後）

　ＡＣＳＭ（衝突セーフティーモジュール） 　コーディングデータ読込

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

　ＡＩＣ（オートマチックインターバルコントロール） 　レインセンサー初期化

　ＡＬ（アクティブステアリング） 　アクティブステアリングスタートアップ

　ＡＬ（アクティブステアリング） 　アクティブステアリング起動

　ＡＬ（アクティブステアリング） 　アクティブステアリング起動／調整

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

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

　ＡＲＳ（ダイナミックドライブ） 　センサー０点学習

　ＡＲＳ（ダイナミックドライブ） 　センサーパラメーター学習

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

　ＢＤＣ（ボディードメインコントローラー） 　ショールームモード

　ＢＤＣ（ボディードメインコントローラー） 　ターミナル１５　ＯＮ／ＯＦＦ

　ＢＤＣ（ボディードメインコントローラー） 　パワーウィンドウ初期化

　ＢＤＣ（ボディードメインコントローラー） 　フロントライトエレクトロニックターンシグナル学習

　ＢＤＣ（ボディードメインコントローラー） 　フロントワイパー初期化

　ＢＤＣ（ボディードメインコントローラー） 　ステータス（ライドハイト値）

　ＢＤＣ（ボディードメインコントローラー） 　ライドハイトセンサー起動

　ＢＤＣ（ボディードメインコントローラー） 　レインセンサー初期化

　ＢＤＣ（ボディードメインコントローラー） 　内装ライトオートアドレッシング

　ＢＤＣ（ボディードメインコントローラー） 　エレクトリックステアリングコラム調整（ＥＬＳＶ）の初期化

　ＣＡＳ（カーアクセスシステム） 　ＣＡＳリセット

　ＣＡＳ（カーアクセスシステム） 　ＤＭＥ　－　ＣＡＳ調整

　ＣＡＳ（カーアクセスシステム） 　ＥＬＶ内部故障回数リセット

　ＣＡＳ（カーアクセスシステム） 　スターターロックリセット

　ＣＡＳ（カーアクセスシステム） 　ターミナル１５　ＯＮ／ＯＦＦ

　ＣＡＳ（カーアクセスシステム） 　表示モード

　ＣＢＳリセット 　ＣＢＳ機能性（エンジンオイル異常）

　ＣＢＳリセット 　ＣＢＳ状態表示

　ＣＢＳリセット 　エンジンオイル

　ＣＢＳリセット 　クーラント

　ＣＢＳリセット 　スパークプラグ

　ＣＢＳリセット 　ブレーキフルード

　ＣＢＳリセット 　フロントブレーキパッド

　ＣＢＳリセット 　マイクロフィルター

　ＣＢＳリセット 　リアブレーキパット

　ＣＢＳリセット 　慣らし運転点検ＯＦＦ

　ＣＢＳリセット 　車検
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　ＣＢＳリセット 　車両チェック

　ＣＢＳリセット 　法定点検

　ＣＢＳリセット 　ＣＢＳリセット

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　個人情報削除

　ＣＩＭ（シャーシインテグレーションモジュール） 　ステアリングコラム補正

　ＣＴＭ（カブリオレトップモジュール） 　ソフトトップ初期化

　ＤＭＥ（エンジン） 　ＤＰＦ交換

　ＤＭＥ（エンジン） 　ＨＦＭ適応リセット

　ＤＭＥ（エンジン） 　ＯＢＤレディネスコード

　ＤＭＥ（エンジン） 　アイドル回転数調整

　ＤＭＥ（エンジン） 　アイドル回転数適応

　ＤＭＥ（エンジン） 　インジェクター量調整

　ＤＭＥ（エンジン） 　エア抜き：燃料システム

　ＤＭＥ（エンジン） 　エアフローセンサー

　ＤＭＥ（エンジン） 　トルク調整開始

　ＤＭＥ（エンジン） 　基本設定、ＥＧＲ

　ＤＭＥ（エンジン） 　適応値リセット

　ＤＭＥ（エンジン） 　燃料消費量計算調整

　ＤＭＥ（エンジン） 　燃料量平均値適応

　ＤＭＥ（エンジン） 　微粒子フィルター交換

　ＤＭＥ（エンジン） 　微粒子フィルター再生

　ＤＭＥ（エンジン） 　噴射量補正

　ＤＭＥ（エンジン） 　噴射量補正開始

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

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

　ＤＭＥ２（デジタルエンジンエレクトロニクス） 　設定値クリア

　ＤＳＣ（ダイナミックスタビリティーコントロール） 　ＤＳＣセンサー調整

　ＤＳＣ（ダイナミックスタビリティーコントロール） 　エア抜き

　ＤＳＣ（ダイナミックスタビリティーコントロール） 　エア抜き手順

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

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

　ＤＳＣ（ダイナミックスタビリティーコントロール） 　圧力センサー調整

　ＤＳＣ（ダイナミックスタビリティーコントロール） 　自動エンコード

　ＤＳＣ（ダイナミックスタビリティーコントロール） 　起動

　ＤＳＣ（ダイナミックスタビリティーコントロール） 　ドライビングダイナミクスセンサー調整

　ＤＳＣ（ダイナミックスタビリティーコントロール） 　ＤＳＣユニットのスタートアップ

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

　ＥＤＣ（エレクトロニックダンパーコントロール） 　初期設定

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

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

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

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

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

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

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

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　オイル交換

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

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　メカトロニック補正

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

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

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

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

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

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

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

　ＥＨＣ（エレクトロニックハイトコントロール） 　省エネモード削除

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

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

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

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

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

　ＥＨＣ（エレクトロニックライドハイトコントロール） 　省エネモード削除

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

　ＥＭＡＬＩ（左電動リール） 　電動モーター初期化

　ＥＭＡＲＥ（右電動リール） 　電動モーター初期化

　ＥＭＥ（電気機械エレクトロニクス） 　ローターポジションセンサー指示

　ＥＭＦ（パーキングブレーキ） 　アセンブリーモード

　ＥＭＦ（パーキングブレーキ） 　ポジショニング－トラベルチェック

　ＥＭＦ（パーキングブレーキ） 　ワークショップベディングイン

　ＥＭＦ（パーキングブレーキ） 　初期設定

　ＥＭＦ（パーキングブレーキ） 　整備モード

　ＥＰＳ（電気機械式パワーステアリング） 　ステアリング初期設定

　ＥＰＳ（電気機械式パワーステアリング） 　限界値学習

　ＥＷＳ（エレクトロニックイモビライザー） 　キーステータス

　ＥＷＳ（エレクトロニックイモビライザー） 　製造日追加

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

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　表示モード

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ウィンドウレギュレーター初期化

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　エレクトリックステアリングロック初期化

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　エレクトリックステアリングロック部分的初期化

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　パワーウィンドウ初期化

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ヘッドライトモジュール初期化／学習

　ＦＲＳＦ（長距離前方レーダーセンサー） 　ＡＣＣセンサー起動

　ＦＺＤ（ルーフ機能センター） 　スライディング／チルトサンルーフ初期化

　ＦＺＤ（ルーフ機能センター） 　スライド／チルトサンルーフ　ルーフ初期化

　ＦＺＤ（ルーフ機能センター） 　ＤＷＡ：　診断コネクターモニタリングＯＦＦ

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

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

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

　ＨＫＬ（トランクリッドリフト） 　パワーテールゲート初期化

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

　ＨＫＬ（自動ラゲッジコンパートメントリッドアクチュエーター） 　パワーテールゲート初期化

　ＨＳＲ（リアアクスルスリップアングルコントロール） 　ＨＳＲローターポジションセンサー駆動

　ＨＵ－Ｂ 　個人情報削除

　ＨＵ－Ｈ（ハイヘッドユニット） 　ＳＤＡＲＳ作動（ＵＳのみ）

　ＨＵ－Ｈ（ハイヘッドユニット） 　個人情報削除

　ＨＵ－Ｈ（ハイヘッドユニット） 　コンポーネントプロテクション初期化

　ＨＵ－Ｈ（ハイヘッドユニット） 　デリバリーステータス復元

　ＩＣＭ（インテグレーテッドシャーシマネージメント） 　初期設定

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　アドレスフラップモーター

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　エアコンコンプレッサー試運転保護

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　電子補助ヒーター解除

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　ヒートポンプ回路膨張弁補正

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　補助ヒーター解除

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　冷媒回路排水／充填

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　送風フラップモーターコーディング

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　送風フラップモーター補正

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　フラップモーター取付け位置

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　フラップモーターアドレッシング

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　補助ヒーターアンロック

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　テールゲートオープン

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

　ＫＡＦＡＳ（カメラベース運転支援システム） 　校正

　ＫＢＭ（ベーシックボディーモジュール） 　ＢＣＭ校正

　ＫＢＭ（ベーシックボディーモジュール） 　パワーウィンドウ初期化

　ＬＭＶ（縦トルク分布） 　ポンプモーター補正

　ＬＭＶ（縦トルク分布） 　ベンチレーション

　ＭＲＳ（マルチレストレイントシステム） 　コーディングデータ読込

　ＮＶＥ（ナイトビジョンエレクトロニクス） 　校正

　ＲＥＭ（リアエレクトロニックモジュール） 　パワーウィンドウ初期化

　ＲＦＫ（リアビューカメラ） 　校正

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

　ＲＬＳ（レイン　ドライビングライトセンサー） 　レインセンサー初期化

　ＲＬＳ（レイン　ドライビングライトセンサー） 　感度レベル

　ＲＳＥ（リアシートエンターテイメント） 　ラジオリモートコントロール学習

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

　ＳＨＤ（サンルーフ） 　スライディング／チルトサンルーフ初期化

　ＳＨＤ（サンルーフ） 　デリバリーポジション

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　助手席シート初期化

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

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

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

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　運転席シート初期化
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　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　運転席シート前後調整初期化

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

　ＳＷＷ（レーンチェンジ警告） 　レーンチェンジウォーニング

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

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

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

　ＴＭＢＦＨ（後助手席側ドアモジュール） 　ウィンドウレギュレーター初期化

　ＴＭＢＦＴ（助手席側ドアモジュール） 　ウィンドウレギュレーター初期化

　ＴＭＦＡＨ（後運転席側ドアモジュール） 　ウィンドウレギュレーター初期化

　ＴＭＦＡＴ（運転席側ドアモジュール） 　ウィンドウレギュレーター初期化

　ＴＲＳＶＣ（オールラウンドビューカメラ） 　オールアラウンドビューカメラ補正／学習

　ＶＴＧ（トランスファーギアボックス） 　コントロールユニット交換

　ＷＩＭ（ワイパーモジュール） 　ヘッドランプクリーニングシステムエア抜き

　ＷＩＭ（ワイパーモジュール） 　取付け位置

　アクティベートレスト状態 　パワーダウンコマンド

　エンジンスタート 　スターターロックリセット

　エンジンスタート 　スターター交換登録

　サービスインターバルリセット 　サービスインターバルリセット

　テクニカルインフォメーション 　ＣＢＳリセット（手動方法）

　テクニカルインフォメーション 　リモートキー初期化

　テクニカルインフォメーション 　略語一覧

　トランスポートモード 　トランスポートモード

　バッテリー状態確認 　１２Ｖバッテリー充電状態（３５ｕｐ）

　バッテリー状態確認 　バッテリー状態確認

　バッテリー交換登録 　バッテリー交換登録

　バッテリー交換登録 　バッテリー充電状態評価

　リセット状態有効 　パワーダウンコマンド

　閉回路監視評価 　閉回路電流モニタリング評価


