
●シボレー　作業サポート(Ver 2022.10)
システム 項目名

　エンジン（Ｚ１８ＸＥ） 　アイドル回転数登録

　エンジン（Ｚ１８ＸＥ） 　インジェクターカットオフテスト

　エンジン（Ｚ１８ＸＥ） 　回転数制御

　エンジン（Ｚ１８ＸＥ） 　学習値リセット

　エンジン（Ｚ１８ＸＥ） 　電子スロットルコントロール

　エンジン（Ｚ１８ＸＥ） 　燃料タンク通風制御

　エンジン（Ｚ２２ＳＥ） 　ＥＧＲコントロール

　エンジン（Ｚ２２ＳＥ） 　Ｏ２ループブロック学習マップリセット

　エンジン（Ｚ２２ＳＥ） 　クランク角検知学習エラー

　エンジン（Ｚ２２ＳＥ） 　電子スロットルコントロール

　エンジン（Ｚ２２ＳＥ） 　燃料タンク通風制御

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　ＡＢＳエア抜き

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　ＥＢＣＭエア抜き

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　エア抜き

　シャーシ（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リセット

　シャーシ（ＥＳＰ（横滑り防止機構）） 　ステアリングアングルセンサー補正

　シャーシ（ステアリング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（トランスファーケースモジュール） 　レンジアクチュエーター学習

　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（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（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ＥＢＣＭ　ＶＩＮ書込み

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　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） 　サブシステムＥＣＢコンビネーション設定

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　サブシステムＨＳコンビネーション設定

　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） 　ステアリングアングルセンサー補正

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　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） 　バイブレーションレートセンサー適応

　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） 　ヨーレートセンサー学習

　シャーシ（電動パワステ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（電動パワステ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

　トランスミッション（ＡＦ１３－ＩＩ　１７　２０　２２） 　ＴＣ信号ステータスリセット

　パワートレイン（０．８Ｌ） 　ＣＯ調整（有鉛燃料のみ）

　パワートレイン（０．８Ｌ） 　ＥＣＭセグメント

　パワートレイン（０．８Ｌ） 　開ループＣＯ調整（一時的）

　パワートレイン（０．８Ｌ） 　開ループＣＯ調整（記録）

　パワートレイン（０．８Ｌ） 　全適応値リセット

　パワートレイン（０．８Ｓ（ＥＵＲＯ－ＩＩ（’９６年～’９９年）適合車）） 　ＣＯ調整（有鉛燃料のみ）

　パワートレイン（０．８Ｓ（ＥＵＲＯ－ＩＩ（’９６年～’９９年）適合車）） 　全適応値リセット

　パワートレイン（０．８Ｓ（ＥＵＲＯ－ＩＩＩ，　ＩＶ（’００年～’０９年）適合車）） 　ＣＯ調整（有鉛燃料のみ）

　パワートレイン（０．８Ｓ（ＥＵＲＯ－ＩＩＩ，　ＩＶ（’００年～’０９年）適合車）） 　全適応値リセット

　パワートレイン（１．０Ｌ） 　ＣＯ調整（有鉛燃料のみ）

　パワートレイン（１．０Ｌ） 　ＥＣＭセグメント

　パワートレイン（１．０Ｌ） 　ＶＩＮ書込み

　パワートレイン（１．０Ｓ（ＥＵＲＯ－ＩＩ（’９６年～’９９年）適合車）） 　ＣＯ調整（有鉛燃料のみ）

　パワートレイン（１．０Ｓ（ＥＵＲＯ－ＩＩ（’９６年～’９９年）適合車）） 　全適応値リセット

　パワートレイン（１．０Ｓ（ＥＵＲＯ－ＩＩＩ，　ＩＶ（’００年～’０９年）適合車）） 　ＣＯ調整（有鉛燃料のみ）

　パワートレイン（１．０Ｓ（ＥＵＲＯ－ＩＩＩ，　ＩＶ（’００年～’０９年）適合車）） 　全適応値リセット

　パワートレイン（１．２　ＳＯＨＣ） 　ＣＯ調整（有鉛燃料のみ）

　パワートレイン（１．２　ＳＯＨＣ） 　ＥＣＭセグメント
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　パワートレイン（１．２　ＳＯＨＣ） 　ＶＩＮ書込み

　パワートレイン（１．２　ＳＯＨＣ） 　全適応値リセット

　パワートレイン（１．４　ＤＯＨＣ） 　ＣＯ調整（有鉛燃料のみ）

　パワートレイン（１．４　ＤＯＨＣ） 　ＥＣＭセグメント

　パワートレイン（１．４　ＤＯＨＣ） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（１．４　ＤＯＨＣ） 　ＭＥＣクリア

　パワートレイン（１．４　ＤＯＨＣ） 　ＴＥＣ学習

　パワートレイン（１．４　ＤＯＨＣ） 　ＴＥＣ学習値読込み

　パワートレイン（１．４　ＤＯＨＣ） 　ＶＩＮ書込み

　パワートレイン（１．４　ＤＯＨＣ） 　エバポリークテスト

　パワートレイン（１．４　ＤＯＨＣ） 　全適応値リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　オートマチック） 　学習機能

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　オートマチック） 　機能リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　マニュアル） 　学習機能

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　マニュアル） 　機能リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ） 　クランクシャフトポジション可変学習

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ） 　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） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．６　ＤＯＨＣ） 　ＣＯ調整（有鉛燃料のみ）

　パワートレイン（１．６　ＤＯＨＣ） 　ＥＣＭセグメント

　パワートレイン（１．６　ＤＯＨＣ） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（１．６　ＤＯＨＣ） 　ＭＥＣクリア

　パワートレイン（１．６　ＤＯＨＣ） 　ＴＥＣ学習

　パワートレイン（１．６　ＤＯＨＣ） 　ＴＥＣ学習値読込み

　パワートレイン（１．６　ＤＯＨＣ） 　ＶＩＮ書込み

　パワートレイン（１．６　ＤＯＨＣ） 　エバポリークテスト

　パワートレイン（１．６　ＤＯＨＣ） 　クランク角検知学習エラー

　パワートレイン（１．６　ＤＯＨＣ） 　全適応値リセット

　パワートレイン（１．６　ＤＯＨＣ） 　長期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） 　Ｏ２センサーヒーター学習
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　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ） 　アイドル学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ） 　クランクシャフトポジション可変学習

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．０　ＤＯＨＣ） 　ＣＯ調整（有鉛燃料のみ）

　パワートレイン（２．０　ＤＯＨＣ） 　ＭＥＣクリア

　パワートレイン（２．０　ＤＯＨＣ） 　ＴＥＣ学習

　パワートレイン（２．０　ＤＯＨＣ） 　ＴＥＣ学習値読込み

　パワートレイン（２．０　ＤＯＨＣ） 　ＶＩＮ書込み

　パワートレイン（２．０　ＤＯＨＣ） 　エバポリークテスト

　パワートレイン（２．０　ＤＯＨＣ） 　全適応値リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＶＮ　オート） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＶＮ　オート） 　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　マニュアル） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＶＮ　マニュアル） 　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（２．８Ｌ　ディーゼル（ＬＷＨ）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（２．８Ｌ　ディーゼル（ＬＷＨ）） 　燃料インジェクター学習

　パワートレイン（２．８Ｌ　ディーゼル（ＬＷＨ）） 　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（ＡＴ　ＧＦ　６） 　ＴＣＭ適応値リセット

　パワートレイン（ＡＴ　ＧＦ　６） 　ＶＩＮ書込み

　パワートレイン（ＡＴ　ＧＦ　６） 　サービスクリーニング手順

　パワートレイン（ＡＴ　ＧＦ　６） 　高速学習適応手順

　パワートレイン（ＡＴ　アイシン５） 　ＴＣＭ適応値リセット

　パワートレイン（ＡＴ　アイシン５） 　ＶＩＮ書込み

　パワートレイン（ＡＴ　アイシン５） 　クラッチ高速学習

　パワートレイン（ＡＴ　アイシン５） 　ソレノイドクリーニング

　パワートレイン（ＥＣＭ　２．２ＬＬＮＱ） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（ＥＣＭ　２．２ＬＬＮＱ） 　ＤＰＦ再生

　パワートレイン（ＥＣＭ　２．２ＬＬＮＱ） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（ＥＣＭ　２．２ＬＬＮＱ） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（ＥＣＭ　２．２ＬＬＮＱ） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（ＥＣＭ　２．２ＬＬＮＱ） 　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（ＥＣＭ　２．２ＬＬＮＱ） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（ＥＣＭ　２．４ＬＬＥ５） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（ＥＣＭ　２．４ＬＬＥ５） 　アイドル学習

　パワートレイン（ＥＣＭ　２．４ＬＬＥ５） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（ＥＣＭ　２．４ＬＬＥ５） 　クランクシャフトポジション可変学習

　パワートレイン（ＥＣＭ　２．４ＬＬＥ５） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（ＥＣＭ　２．４ＬＬＥ９） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（ＥＣＭ　２．４ＬＬＥ９） 　アイドル学習

　パワートレイン（ＥＣＭ　２．４ＬＬＥ９） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（ＥＣＭ　２．４ＬＬＥ９） 　クランクシャフトポジション可変学習

　パワートレイン（ＥＣＭ　２．４ＬＬＥ９） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（ＥＣＭ　２．４ＬＬＥ９） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（ＥＣＭ　３．０ＬＬＦ１） 　Ｏ２センサーヒーター学習

　パワートレイン（ＥＣＭ　３．０ＬＬＦ１） 　アイドル学習

　パワートレイン（ＥＣＭ　３．０ＬＬＦ１） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（ＥＣＭ　３．０ＬＬＦ１） 　クランクシャフトポジション可変学習

　パワートレイン（ＥＣＭ　３．０ＬＬＦ１） 　ブレーキペダル位置センサー学習

　パワートレイン（ＥＣＭ　３．０ＬＬＦ１） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（ＥＣＭ　ガソリン（１．８Ｌ　２Ｈ０）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（ＥＣＭ　ガソリン（１．８Ｌ　２Ｈ０）） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（ＥＣＭ　ガソリン（１．８Ｌ　２Ｈ０）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（ＥＣＭ　ディーゼル（２．０Ｌ　ＬＬＷ）） 　ＤＰＦリセット
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　パワートレイン（ＥＣＭ　ディーゼル（２．０Ｌ　ＬＬＷ）） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（ＥＣＭ　ディーゼル（２．０Ｌ　ＬＬＷ）） 　ＤＰＦ再生

　パワートレイン（ＥＣＭ　ディーゼル（２．０Ｌ　ＬＬＷ）） 　ＥＧＲ（排気ガス再循環）クーラ稼動時間カウンタリセット

　パワートレイン（ＥＣＭ　ディーゼル（２．０Ｌ　ＬＬＷ）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（ＥＣＭ　ディーゼル（２．０Ｌ　ＬＬＷ）） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（ＥＣＭ　ディーゼル（２．０Ｌ　ＬＬＷ）） 　燃料インジェクター学習

　パワートレイン（ＥＣＭ　ディーゼル（２．０Ｌ　ＬＬＷ）） 　燃料レール（圧力センサー）学習

　パワートレイン（ＥＣＭ　ディーゼル（２．０Ｌ　ＬＮＰ）） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（ＥＣＭ　ディーゼル（２．０Ｌ　ＬＮＰ）） 　ＤＰＦ再生

　パワートレイン（ＥＣＭ　ディーゼル（２．０Ｌ　ＬＮＰ）） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（ＥＣＭ　ディーゼル（２．０Ｌ　ＬＮＰ）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（ＥＣＭ　ディーゼル（２．０Ｌ　ＬＮＰ）） 　クラッチペダル位置学習

　パワートレイン（ＥＣＭ　ディーゼル（２．０Ｌ　ＬＮＰ）） 　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（ＥＣＭ　ディーゼル（２．０Ｌ　ＬＮＰ）） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（ＥＣＭ（２．４Ｌ）） 　サブシステム集合セットアップ

　パワートレイン（ＥＣＭ（２．４Ｌ）） 　タイヤサイズ設定

　パワートレイン（ＥＣＭ（３．２Ｌ）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（ＥＣＭ（３．２Ｌ）） 　スロットルボディ再学習

　パワートレイン（ＥＣＭ（３．２Ｌ）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（ＥＣＭ（ディーゼル）） 　ＤＰＦ再生

　パワートレイン（ＥＣＭ（ディーゼル）） 　ＥＣＭ交換

　パワートレイン（ＥＣＭ（ディーゼル）） 　アイドル回転数チェック

　パワートレイン（ＥＣＭ（ディーゼル）） 　インジェクターＩＱＡコーディング

　パワートレイン（ＥＣＭ（ディーゼル）） 　クランキングテスト

　パワートレイン（ＥＣＭ（ディーゼル）） 　ホイール外周

　パワートレイン（ＥＣＭ（ディーゼル）） 　車両変数コーディング

　パワートレイン（ＥＣＭ（ディーゼル）） 　燃料補正テスト

　パワートレイン（ＴＣＭ（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（エンジン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　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（２．０Ｌ　ＬＢＮ　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（２．０Ｌ　ＬＢＮ　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可変学習

　パワートレイン（エンジン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　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（２．０Ｌ　ＬＢＮ　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（２．０Ｌ　ＬＢＮ　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（２．０Ｌ　ＬＢＮ　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（２．０Ｌ　ＬＢＮ　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可変学習

　パワートレイン（エンジン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　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　－　ディーゼル） 　ＥＧＲ（排気ガス再循環）クーラ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　－　ディーゼル） 　ディーゼルＶＩＮ書込み

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　－　ディーゼル） 　ディーゼルインジェクターコーディング

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　－　ディーゼル） 　ホイール外周

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　－　ディーゼル） 　車両変数コーディング

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　－　ディーゼル） 　補正係数燃料リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＶＩＮ書込み

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　クラッチペダル適応（Ｍ／Ｔ）

　パワートレイン（エンジンコントロールユニット（１．０ＬＬＥＢ）） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールユニット（１．０ＬＬＥＢ）） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールユニット（１．０ＬＬＥＢ）） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールユニット（１．０ＬＬＥＢ）） 　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ユニット（１．０ＬＬＥＢ）） 　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（エンジンコントロールユニット（１．０ＬＬＥＢ）） 　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（エンジンコントロールユニット（１．０ＬＬＥＢ）） 　ターボチャージャ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールユニット（１．０ＬＬＥＢ）） 　フライホイール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールユニット（１．０ＬＬＥＢ）） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習
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　パワートレイン（エンジンコントロールユニット（１．０ＬＬＥＢ）） 　排気ガス温度センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールユニット（１．０ＬＬＭＴ）） 　クランクシャフトポジション可変学習

　パワートレイン（エンジンコントロールユニット（１．０ＬＬＭＴ）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（オートマチックトランスミッション） 　ＡＴ（ＴＣＭ）学習値初期化

　パワートレイン（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圧力リセット

　パワートレイン（ディーゼル） 　ＤＰＦ再生

　パワートレイン（ディーゼル） 　ＥＣＭイモビライザー学習

　パワートレイン（ディーゼル） 　ＥＣＭ交換

　パワートレイン（ディーゼル） 　アイドル回転数チェック

　パワートレイン（ディーゼル） 　インジェクターＩＱＡコーディング

　パワートレイン（ディーゼル） 　クランキングテスト

　パワートレイン（ディーゼル） 　ホイール外周

　パワートレイン（ディーゼル） 　車両変数コーディング

　パワートレイン（ディーゼル） 　燃料補正テスト

　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） 　ＴＣＭ適応値リセット

　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） 　ＶＩＮ書込み

　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） 　クラッチ高速学習

　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） 　ソレノイドクリーニング

　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

　ボディー（２．５Ｌ　ＬＶＮ　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（ＢＣＭ（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（ＩＰＣ（インストルメントパネルクラスター）） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメントパネルクラスター）） 　オドメーターリセット

　ボディー（ＲＫＥ（リモートキーレスエントリー）） 　トランスミッターコーディング

　ボディー（ＲＫＥ（リモートキーレスエントリー）） 　ボタン診断

　ボディー（ＲＫＥ（リモートキーレスエントリー）） 　警告履歴

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　ＳＤＭリセット

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　ＶＩＮ書込み

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　新品ＳＤＭ登録

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　適応リセット

　ボディー（ＳＲＳ（エアバッグ）） 　運転席シートベルトリマインダー制御

　ボディー（ＳＲＳ（エアバッグ）） 　故障継続時間

　ボディー（ＳＲＳ（エアバッグ）） 　助手席シートベルトリマインダー制御

　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） 　イモビライザーリセット

　ボディー（イモビライザー） 　イモビライザー出力登録

　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（イモビライザー） 　トランスポンダーキー消去

　ボディー（イモビライザー） 　トランスポンダーキー登録

　ボディー（インストルメント） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（インストルメント） 　サービスインターバルリセット

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　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） 　ＥＣＵリセット

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ＶＩＮ書込み

　ボディー（キーレスエントリー） 　トランスミッターコーディング

　ボディー（キーレスエントリー） 　ボタン診断

　ボディー（キーレスエントリー） 　警告履歴

　ボディー（キーレスエントリーコントロールモジュール） 　ボタン診断

　ボディー（キーレスエントリーコントロールモジュール） 　交換キーフォブ追加

　ボディー（ステアリングコラムロックコントロールモジュール） 　ＥＣＵリセット

　ボディー（パーキングアシストモジュール） 　ＶＩＮ書込み

　ボディー（フロントシートヒーティングコントロールモジュール） 　運転席クッションヒーティング
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　ボディー（フロントシートヒーティングコントロールモジュール） 　助手席クッションヒーティング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ＢＣＭ　ＶＩＮ書込み

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ＳＤＭ　ＩＤ入力

　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） 　ブレーキ適応

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　燃料効率運転モード（点検後）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　燃料効率確認モード（点検中）

　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１

　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２

　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３

　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４

　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） 　全キーフォブ消去

　ボディー（集中ドアロック） 　リモートキー消去

　ボディー（集中ドアロック） 　リモートキー登録

　ボディー（助手席プレゼンスモジュール） 　ＥＣＵリセット

　ボディー（盗難防止モジュール） 　全トランスポンダーキー再登録

　ボディー（盗難防止モジュール） 　追加キー登録


