
●シトロエン　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　＊ハンズフリーキット　ポータブルユニット（ＢＯＩＴＩＥＲ＿ＮＯＭＡＤＥ） 　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ周辺機器検索

　＊ハンズフリーキット　ポータブルユニット（ＢＯＩＴＩＥＲ＿ＮＯＭＡＤＥ） 　スピーカーにオーディオ信号送信

　＊ハンズフリーキット　ポータブルユニット（ＫＭＬ） 　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ周辺機器検索

　＊ハンズフリーキット　ポータブルユニット（ＫＭＬ） 　スピーカーにオーディオ信号送信

　＊ハンズフリーキット　ポータブルユニット（オートサーチ（ハンズフリーキット）） 　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ周辺機器検索

　＊ハンズフリーキット　ポータブルユニット（オートサーチ（ハンズフリーキット）） 　スピーカーにオーディオ信号送信

　ＡＢＳ（ＡＢＳ　ＭＫ６０） 　ソレノイドバルブ交換１

　ＡＢＳ（ＡＢＳ　ＭＫ６０） 　ソレノイドバルブ交換２

　ＡＢＳ（ＡＢＳ　ＭＫ６０） 　ポンプ

　ＡＢＳ（ＡＢＳ　ＭＫ６０） 　再循環ポンプ

　ＡＢＳ（ＡＢＳ　ＭＫ６０） 　電磁制御弁１

　ＡＢＳ（ＡＢＳ　ＭＫ６０） 　電磁制御弁２

　ＡＢＳ（ＡＢＳ　ＭＫ６０） 　排出ポンプ

　ＡＢＳ（ＡＢＳ　ＭＫ７０） 　ポンプ

　ＡＢＳ（ＡＢＳ　ＭＫ７０） 　排出ポンプ

　ＡＢＳ（ＡＢＳ８　ＢＯＳＣＨ） 　ＡＢＳまたはＡＳＲ再循環ポンプ

　ＡＢＳ（ＡＢＳ８　ＢＯＳＣＨ） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＡＢＳ８　ＢＯＳＣＨ） 　フロント右出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＡＢＳ８　ＢＯＳＣＨ） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＡＢＳ８　ＢＯＳＣＨ） 　フロント左出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＡＢＳ８　ＢＯＳＣＨ） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＡＢＳ８　ＢＯＳＣＨ） 　リア右出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＡＢＳ８　ＢＯＳＣＨ） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＡＢＳ８　ＢＯＳＣＨ） 　リア左出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＡＢＳ８．１　ＢＯＳＣＨ） 　ＡＢＳまたはＡＳＲ再循環ポンプ

　ＡＢＳ（ＡＢＳ８．１　ＢＯＳＣＨ） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＡＢＳ８．１　ＢＯＳＣＨ） 　フロント右出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＡＢＳ８．１　ＢＯＳＣＨ） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＡＢＳ８．１　ＢＯＳＣＨ） 　フロント左出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＡＢＳ８．１　ＢＯＳＣＨ） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＡＢＳ８．１　ＢＯＳＣＨ） 　リア右出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＡＢＳ８．１　ＢＯＳＣＨ） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＡＢＳ８．１　ＢＯＳＣＨ） 　リア左出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ５．７） 　ＡＢＳまたはＡＳＲ再循環ポンプ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ５．７） 　ソレノイドバルブ１制御

　ＡＢＳ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ５．７） 　ソレノイドバルブ１切替

　ＡＢＳ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ５．７） 　ソレノイドバルブ２制御

　ＡＢＳ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ５．７） 　ソレノイドバルブ２切替

　ＡＢＳ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ５．７） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ５．７） 　フロント右出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ５．７） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ５．７） 　フロント左出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ５．７） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ５．７） 　リア右出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ５．７） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ５．７） 　リア左出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ　ＭＫ６０） 　ＡＢＳまたはＡＳＲ再循環ポンプ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ　ＭＫ６０） 　ソレノイドバルブ１制御

　ＡＢＳ（ＥＳＰ　ＭＫ６０） 　ソレノイドバルブ１切替

　ＡＢＳ（ＥＳＰ　ＭＫ６０） 　ソレノイドバルブ２制御

　ＡＢＳ（ＥＳＰ　ＭＫ６０） 　ソレノイドバルブ２切替

　ＡＢＳ（ＥＳＰ　ＭＫ６０） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ　ＭＫ６０） 　フロント右出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ　ＭＫ６０） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ　ＭＫ６０） 　フロント左出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ　ＭＫ６０） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ　ＭＫ６０） 　リア右出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ　ＭＫ６０） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ　ＭＫ６０） 　リア左出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ） 　ソレノイドバルブ交換１

　ＡＢＳ（ＥＳＰ） 　ソレノイドバルブ交換２

　ＡＢＳ（ＥＳＰ） 　再循環ポンプ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ） 　電磁制御弁１

　ＡＢＳ（ＥＳＰ） 　電磁制御弁２

　ＡＢＳ（ＥＳＰ８　ＢＯＳＣＨ） 　ＡＢＳまたはＡＳＲ再循環ポンプ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ８　ＢＯＳＣＨ） 　ソレノイドバルブ１制御

　ＡＢＳ（ＥＳＰ８　ＢＯＳＣＨ） 　ソレノイドバルブ１切替

　ＡＢＳ（ＥＳＰ８　ＢＯＳＣＨ） 　ソレノイドバルブ２制御

　ＡＢＳ（ＥＳＰ８　ＢＯＳＣＨ） 　ソレノイドバルブ２切替

　ＡＢＳ（ＥＳＰ８　ＢＯＳＣＨ） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ８　ＢＯＳＣＨ） 　フロント右出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ８　ＢＯＳＣＨ） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ８　ＢＯＳＣＨ） 　フロント左出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ８　ＢＯＳＣＨ） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ８　ＢＯＳＣＨ） 　リア右出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ８　ＢＯＳＣＨ） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ８　ＢＯＳＣＨ） 　リア左出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ８．１　ＢＯＳＣＨ） 　ＡＢＳまたはＡＳＲ再循環ポンプ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ８．１　ＢＯＳＣＨ） 　ソレノイドバルブ１制御

　ＡＢＳ（ＥＳＰ８．１　ＢＯＳＣＨ） 　ソレノイドバルブ１切替

　ＡＢＳ（ＥＳＰ８．１　ＢＯＳＣＨ） 　ソレノイドバルブ２制御

　ＡＢＳ（ＥＳＰ８．１　ＢＯＳＣＨ） 　ソレノイドバルブ２切替

　ＡＢＳ（ＥＳＰ８．１　ＢＯＳＣＨ） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ８．１　ＢＯＳＣＨ） 　フロント右出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ８．１　ＢＯＳＣＨ） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ８．１　ＢＯＳＣＨ） 　フロント左出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ８．１　ＢＯＳＣＨ） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ８．１　ＢＯＳＣＨ） 　リア右出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ８．１　ＢＯＳＣＨ） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＥＳＰ８．１　ＢＯＳＣＨ） 　リア左出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　４ＷＤ警告灯

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＡＢＳソレノイド



●シトロエン　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＡＢＳソレノイド（ＳＦＬＨ）

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＡＢＳソレノイド（ＳＦＬＲ）

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＡＢＳソレノイド（ＳＦＲＨ）

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＡＢＳソレノイド（ＳＦＲＲ）

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＡＢＳソレノイド（ＳＲＬＨ）

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＡＢＳソレノイド（ＳＲＬＲ）

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＡＢＳソレノイド（ＳＲＲＨ）

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＡＢＳソレノイド（ＳＲＲＲ）

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＡＢＳ警告灯

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＡＲＳ警告灯

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＢＨスタンバイランプ

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＢＨ操作ランプ

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＤＡＢ表示灯

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＥＢＳリレー

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＥＣＢソレノイド（ＳＣ１）

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＥＣＢソレノイド（ＳＣ２）

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＥＣＢソレノイド（ＳＣＣ）

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＡ）バルブ閉

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＡＦＬ）バルブ開

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＡＦＬ）バルブ閉

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＡＦＲ）バルブ開

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＡＦＲ）バルブ閉

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＡＲＬ）バルブ開

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＡＲＬ）バルブ閉

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＡＲＲ）バルブ開

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＡＲＲ）バルブ閉

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＲ）バルブ閉

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＲＦＬ）バルブ開

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＲＦＬ）バルブ閉

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＲＦＲ）バルブ開

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＲＦＲ）バルブ閉

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＲＲＬ）バルブ開

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＲＲＬ）バルブ閉

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＲＲＲ）バルブ開

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＲＲＲ）バルブ閉

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＥＣＢソレノイド（ＳＭＣ）

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＥＣＢソレノイド（ＳＭＣ／ＳＲＣ／ＳＣＣ）

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＥＣＢソレノイド（ＳＲＣ）

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＥＣＢメインリレー１

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＥＣＢメインリレー２

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＥＣＢモーターリレー

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＥＣＢモーターリレー２

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＥＣＢ警告灯

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＥＣＢ制御無効

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＥＤＢソレノイド（ＳＭＣ１）

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＥＤＢソレノイド（ＳＭＣ２）

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　Ｈ／Ｂモーターリレー

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＰＰＳソレノイド

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　Ｐｒｅ－Ｃｈａｒｇｅ　Ｐｕｍｐ

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ｒｅｌａｙ

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＳＰＯＲＴモード表示灯

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＴＲＣ（ＴＲＡＣ）ＯＦＦ表示灯

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＴＲＣ（ＴＲＡＣ）モーターリレー

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＶＳＣ　ＯＦＦ表示灯

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＶＳＣ／ＴＲＣ　ＯＦＦインジケーターランプ

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＶＳＣ／ＴＲＣソレノイド

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＶＳＣ／ＴＲＣソレノイド（ＳＭＦ）

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＶＳＣ／ＴＲＣソレノイド（ＳＭＲ）

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＶＳＣ／ＴＲＣソレノイド（ＳＰＦＬ）

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＶＳＣ／ＴＲＣソレノイド（ＳＰＦＲ）

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＶＳＣ／ＴＲＣソレノイド（ＳＲＣＦ）

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＶＳＣ／ＴＲＣソレノイド（ＳＲＣＲ）

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＶＳＣ／ＴＲＣソレノイド（ＳＲＭＦ）

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＶＳＣ／ＴＲＣソレノイド（ＳＲＭＲ）

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＶＳＣ警告灯

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　アキュムレーターゼロダウン

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　アクチュエーターエア抜きパターン

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　オートＬＳＤ表示灯

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　クロールコントロールランプ

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ストップランプシステム表示灯

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ストップランプリレー

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ストロークシミュレーターカットバルブパターン

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　スリップインジケーターランプ

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　タイヤ空気圧ランプ

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ダウンヒルアシストコントロールランプ

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ドレインシステムエア抜きパターン

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　パワーサプライエア抜きパターン１

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　パワーサプライエア抜きパターン２

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ブザー

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　プリクラッシュブレーキＯＦＦランプ

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ブレーキ警告灯

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ポンプチェックパターン

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　モーターリレー

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　リア右ホイールエア抜きパターン

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　リア左ホイールエア抜きパターン

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　［ＰＰＳソレノイド］

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　４ＷＤ警告灯

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＡＢＳ　Ｍｏｔｏｒ　Ｒｅｌａｙ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＡＢＳソレノイド（ＳＦＬＨ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＡＢＳソレノイド（ＳＦＬＲ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＡＢＳソレノイド（ＳＦＬＲ、ＳＦＬＨ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＡＢＳソレノイド（ＳＦＲＨ）
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システム名 項目名

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＡＢＳソレノイド（ＳＦＲＨ、ＳＦＬＨ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＡＢＳソレノイド（ＳＦＲＲ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＡＢＳソレノイド（ＳＦＲＲ、ＳＦＲＨ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＡＢＳソレノイド（ＳＲＬＨ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＡＢＳソレノイド（ＳＲＬＲ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＡＢＳソレノイド（ＳＲＬＲ、ＳＲＬＨ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＡＢＳソレノイド（ＳＲＲＨ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＡＢＳソレノイド（ＳＲＲＲ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＡＢＳソレノイド（ＳＲＲＲ、ＳＲＲＨ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＡＢＳ警告灯

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＡＲＳ警告灯

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＥＣＢ　ＯＦＦ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＥＣＢインジケーターランプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＥＣＢメインリレー１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＥＣＢメインリレー２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＥＳスタートブザー

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＥＳスタートランプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　Ｅｘｈａｕｓｔ　Ｂｒａｋｅ　Ｃｕｔ　Ｒｅｌａｙ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　Ｈ／Ｂモーターリレー

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　Ｐｒｅ－Ｃｈａｒｇｅ　Ｐｕｍｐ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ｒｅｌａｙ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＴＲＣ　Ｍｏｔｏｒ　Ｒｅｌａｙ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＴＲＣソレノイド（ＳＡ１）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＴＲＣソレノイド（ＳＡ１、ＳＡ２）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＴＲＣソレノイド（ＳＡ２）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＴＲＣソレノイド（ＳＦＬＲ、ＳＦＬＨ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＴＲＣソレノイド（ＳＦＲＨ、ＳＦＬＨ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＴＲＣソレノイド（ＳＦＲＲ、ＳＦＲＨ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＴＲＣソレノイド（ＳＭＣ１）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＴＲＣソレノイド（ＳＭＣ２）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＴＲＣソレノイド（ＳＭＦ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＴＲＣソレノイド（ＳＭＦＬ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＴＲＣソレノイド（ＳＭＦＲ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＴＲＣソレノイド（ＳＭＦＲ、ＳＭＦＬ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＴＲＣソレノイド（ＳＭＲ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＴＲＣソレノイド（ＳＭＲ、ＳＰＦＲ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＴＲＣソレノイド（ＳＰＦＬ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＴＲＣソレノイド（ＳＰＦＲ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＴＲＣソレノイド（ＳＲＣＦ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＴＲＣソレノイド（ＳＲＣＦ、ＳＲＣＲ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＴＲＣソレノイド（ＳＲＣＲ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＴＲＣソレノイド（ＳＲＨ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＴＲＣソレノイド（ＳＲＬＲ、ＳＲＬＨ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＴＲＣソレノイド（ＳＲＭＦ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＴＲＣソレノイド（ＳＲＭＦ、ＳＲＭＲ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＴＲＣソレノイド（ＳＲＭＲ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＴＲＣソレノイド（ＳＲＲＲ、ＳＲＲＨ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＴＲＣソレノイド（ＳＳ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＶＳＣ　Ｈ／Ｂ警告ブザー

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＶＳＣ／ＴＲＣ　ＯＦＦインジケーターランプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＶＳＣ警告灯

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　アキュムレーターゼロダウン

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　アクチュエーターエア抜きパターン

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ストップランプリレー

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ストロークシミュレーターカットバルブパターン

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　スリップインジケーターランプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ソレノイド（ＳＬＡ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ソレノイド（ＳＬＲ）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ドレインシステムエア抜きパターン

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　パワーサプライエア抜きパターン１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　パワーサプライエア抜きパターン２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ブレーキ警告灯

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ポンプチェックパターン

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　マスターカットバルブ１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　マスターカットバルブ２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　モーターリレー１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　モーターリレー２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　リア右ホイールエア抜きパターン

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　リア左ホイールエア抜きパターン

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（８１　ＥＳＰ） 　ＡＢＳまたはＡＳＲ再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（８１　ＥＳＰ） 　ソレノイドバルブ１切替

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（８１　ＥＳＰ） 　ソレノイドバルブ２切替

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（８１　ＥＳＰ） 　バキュームポンプリレー駆動

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（８１　ＥＳＰ） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（８１　ＥＳＰ） 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（８１　ＥＳＰ） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（８１　ＥＳＰ） 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（８１　ＥＳＰ） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（８１　ＥＳＰ） 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（８１　ＥＳＰ） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（８１　ＥＳＰ） 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（８１　ＥＳＰ） 　電磁制御弁１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（８１　ＥＳＰ） 　電磁制御弁２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　ソレノイドバルブ制御１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　ソレノイドバルブ制御２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　フロント右インレットソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　フロント左インレットソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　リア右インレットソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　リア左インレットソレノイドバルブ
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システム名 項目名

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　切替えソレノイドバルブ１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　切替えソレノイドバルブ２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８） 　ＡＢＳまたはＡＳＲ再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８） 　フロント右出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８） 　フロント左出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８） 　リア右出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８） 　リア左出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８．１） 　ＡＢＳまたはＡＳＲ再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８．１） 　インストルメントパネル内車速制御

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８．１） 　ソレノイドバルブ交換２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８．１） 　ソレノイドバルブ通信１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８．１） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８．１） 　フロント右出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８．１） 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８．１） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８．１） 　フロント左出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８．１） 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８．１） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８．１） 　リア右出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８．１） 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８．１） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８．１） 　リア左出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８．１） 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８．１） 　再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８．１） 　電磁制御弁１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８．１） 　電磁制御弁２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８＿Ｂｏｓｃｈ） 　ソレノイドバルブ交換２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８＿Ｂｏｓｃｈ） 　ソレノイドバルブ通信１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８＿Ｂｏｓｃｈ） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８＿Ｂｏｓｃｈ） 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８＿Ｂｏｓｃｈ） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８＿Ｂｏｓｃｈ） 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８＿Ｂｏｓｃｈ） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８＿Ｂｏｓｃｈ） 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８＿Ｂｏｓｃｈ） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８＿Ｂｏｓｃｈ） 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８＿Ｂｏｓｃｈ） 　再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８＿Ｂｏｓｃｈ） 　電磁制御弁１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８＿Ｂｏｓｃｈ） 　電磁制御弁２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８１） 　ソレノイドバルブ交換２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８１） 　ソレノイドバルブ通信１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８１） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８１） 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８１） 　フロント左インレットソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８１） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８１） 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８１） 　リア右インレットソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８１） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８１） 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８１） 　リア左インレットソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８１） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８１） 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８１） 　再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８１） 　電磁制御弁１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８１） 　電磁制御弁２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＢＯＳＣＨ　８） 　ＡＢＳまたはＡＳＲ再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＢＯＳＣＨ　８） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＢＯＳＣＨ　８） 　フロント右出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＢＯＳＣＨ　８） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＢＯＳＣＨ　８） 　フロント左出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＢＯＳＣＨ　８） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＢＯＳＣＨ　８） 　リア右出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＢＯＳＣＨ　８） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＢＯＳＣＨ　８） 　リア左出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　１００） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　１００） 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　１００） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　１００） 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　１００） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　１００） 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　１００） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　１００） 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　１００） 　再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　７０） 　ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　７０） 　排出ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　７０．２） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　７０．２） 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　７０．２） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　７０．２） 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　７０．２） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　７０．２） 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　７０．２） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　７０．２） 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　７０．２） 　再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ６０） 　ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ６０） 　排出ポンプ
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　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ７０） 　ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ７０） 　排出ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ７０．１） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ７０．１） 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ７０．１） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ７０．１） 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ７０．１） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ７０．１） 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ７０．１） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ７０．１） 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ７０．１） 　再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　１００） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　１００） 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　１００） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　１００） 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　１００） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　１００） 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　１００） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　１００） 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　１００） 　再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　７０．１） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　７０．１） 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　７０．１） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　７０．１） 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　７０．１） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　７０．１） 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　７０．１） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　７０．１） 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　７０．１） 　再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　７０．２） 　ソレノイドバルブ交換２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　７０．２） 　ソレノイドバルブ通信１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　７０．２） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　７０．２） 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　７０．２） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　７０．２） 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　７０．２） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　７０．２） 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　７０．２） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　７０．２） 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　７０．２） 　再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　７０．２） 　電磁制御弁１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　７０．２） 　電磁制御弁２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ７０．１） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ７０．１） 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ７０．１） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ７０．１） 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ７０．１） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ７０．１） 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ７０．１） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ７０．１） 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ７０．１） 　再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８．１） 　ＡＢＳまたはＡＳＲ再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８．１） 　インストルメントパネル内車速制御

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８．１） 　ソレノイドバルブ１制御

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８．１） 　ソレノイドバルブ１切替

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８．１） 　ソレノイドバルブ２制御

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８．１） 　ソレノイドバルブ２切替

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８．１） 　ソレノイドバルブ交換２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８．１） 　ソレノイドバルブ通信１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８．１） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８．１） 　フロント右出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８．１） 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８．１） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８．１） 　フロント左出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８．１） 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８．１） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８．１） 　リア右出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８．１） 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８．１） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８．１） 　リア左出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８．１） 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８．１） 　再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８．１） 　電磁制御弁１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８．１） 　電磁制御弁２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８０） 　ＡＢＳまたはＡＳＲ再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８０） 　インジケーターランプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８０） 　コントロールソレノイドバルブ１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８０） 　コントロールソレノイドバルブ２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８０） 　プライマリーソレノイドバルブ１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８０） 　プライマリーソレノイドバルブ２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８０） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８０） 　フロント右出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８０） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８０） 　フロント左出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８０） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８０） 　リア右出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８０） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８０） 　リア左出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８１） 　ソレノイドバルブ１制御

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８１） 　ソレノイドバルブ１切替

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８１） 　ソレノイドバルブ２制御

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８１） 　ソレノイドバルブ２切替
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　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８１） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８１） 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８１） 　フロント左インレットソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８１） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８１） 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８１） 　リア右インレットソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８１） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８１） 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８１） 　リア左インレットソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８１） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８１） 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８１） 　再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０） 　ソレノイドバルブ制御１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０） 　ソレノイドバルブ制御２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０） 　フロント右インレットソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０） 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０） 　フロント左インレットソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０） 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０） 　リア右インレットソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０） 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０） 　リア左インレットソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０） 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０） 　再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０） 　切替えソレノイドバルブ１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０） 　切替えソレノイドバルブ２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０＿Ｆ） 　ＡＢＳインジケーターバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０＿Ｆ） 　ＡＳＲ警告灯

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０＿Ｆ） 　ＥＳＰ　ＬＥＤ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０＿Ｆ） 　ソレノイドバルブ制御１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０＿Ｆ） 　ソレノイドバルブ制御２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０＿Ｆ） 　ヒルスタートアシスト警告灯

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０＿Ｆ） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０＿Ｆ） 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０＿Ｆ） 　フロント左インレットソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０＿Ｆ） 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０＿Ｆ） 　リア右インレットソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０＿Ｆ） 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０＿Ｆ） 　リア左インレットソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０＿Ｆ） 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０＿Ｆ） 　再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０＿Ｆ） 　切替えソレノイドバルブ１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０＿Ｆ） 　切替えソレノイドバルブ２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０＿Ｆ） 　電子ブレーキ力分配ＬＥＤ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ　５．７） 　ＡＢＳまたはＡＳＲ再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ　５．７） 　ソレノイドバルブ１制御

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ　５．７） 　ソレノイドバルブ１切替

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ　５．７） 　ソレノイドバルブ２制御

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ　５．７） 　ソレノイドバルブ２切替

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ　５．７） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ　５．７） 　フロント右出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ　５．７） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ　５．７） 　フロント左出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ　５．７） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ　５．７） 　リア右出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ　５．７） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ　５．７） 　リア左出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ　８） 　ＡＢＳまたはＡＳＲ再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ　８） 　ソレノイドバルブ１制御

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ　８） 　ソレノイドバルブ１切替

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ　８） 　ソレノイドバルブ２制御

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ　８） 　ソレノイドバルブ２切替

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ　８） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ　８） 　フロント右出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ　８） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ　８） 　フロント左出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ　８） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ　８） 　リア右出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ　８） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ　８） 　リア左出力ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ　１００） 　ソレノイドバルブ交換２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ　１００） 　ソレノイドバルブ通信１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ　１００） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ　１００） 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ　１００） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ　１００） 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ　１００） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ　１００） 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ　１００） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ　１００） 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ　１００） 　再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ　１００） 　電磁制御弁１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ　１００） 　電磁制御弁２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ　６０－Ｏ） 　ソレノイドバルブ交換２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ　６０－Ｏ） 　ソレノイドバルブ通信１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ　６０－Ｏ） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ　６０－Ｏ） 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ　６０－Ｏ） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ　６０－Ｏ） 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ　６０－Ｏ） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ　６０－Ｏ） 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ　６０－Ｏ） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ　６０－Ｏ） 　リア左排気ソレノイドバルブ
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　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ　６０－Ｏ） 　再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ　６０－Ｏ） 　電磁制御弁１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ　６０－Ｏ） 　電磁制御弁２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ１００） 　ソレノイドバルブ交換２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ１００） 　ソレノイドバルブ通信１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ１００） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ１００） 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ１００） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ１００） 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ１００） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ１００） 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ１００） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ１００） 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ１００） 　再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ１００） 　電磁制御弁１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ１００） 　電磁制御弁２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ６０） 　ソレノイドバルブ交換１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ６０） 　ソレノイドバルブ交換２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ６０） 　再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ６０） 　電磁制御弁１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ６０） 　電磁制御弁２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ６０－Ｏ） 　ソレノイドバルブ１切替

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ６０－Ｏ） 　ソレノイドバルブ２切替

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ６０－Ｏ） 　ソレノイドバルブ交換２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ６０－Ｏ） 　ソレノイドバルブ通信１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ６０－Ｏ） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ６０－Ｏ） 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ６０－Ｏ） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ６０－Ｏ） 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ６０－Ｏ） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ６０－Ｏ） 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ６０－Ｏ） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ６０－Ｏ） 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ６０－Ｏ） 　再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ６０－Ｏ） 　電磁制御弁１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ６０－Ｏ） 　電磁制御弁２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＶＳＣ４４０） 　ＡＢＳまたはＡＳＲ再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＶＳＣ４４０） 　ソレノイドバルブ１切替

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＶＳＣ４４０） 　ソレノイドバルブ２切替

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＶＳＣ４４０） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＶＳＣ４４０） 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＶＳＣ４４０） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＶＳＣ４４０） 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＶＳＣ４４０） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＶＳＣ４４０） 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＶＳＣ４４０） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＶＳＣ４４０） 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＶＳＣ４４０） 　電磁制御弁１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＶＳＣ４４０） 　電磁制御弁２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ） 　ソレノイドバルブ交換１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ） 　ソレノイドバルブ交換２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ） 　再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ） 　電磁制御弁１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ） 　電磁制御弁２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ　１００） 　ソレノイドバルブ交換２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ　１００） 　ソレノイドバルブ通信１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ　１００） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ　１００） 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ　１００） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ　１００） 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ　１００） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ　１００） 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ　１００） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ　１００） 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ　１００） 　再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ　１００） 　電磁制御弁１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ　１００） 　電磁制御弁２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ　６０） 　ソレノイドバルブ交換２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ　６０） 　ソレノイドバルブ通信１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ　６０） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ　６０） 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ　６０） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ　６０） 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ　６０） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ　６０） 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ　６０） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ　６０） 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ　６０） 　再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ　６０） 　電磁制御弁１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ　６０） 　電磁制御弁２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０） 　ソレノイドバルブ交換２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０） 　ソレノイドバルブ通信１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０） 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０） 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０） 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０） 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０） 　再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０） 　電磁制御弁１
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　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０） 　電磁制御弁２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０＿Ｏ） 　ソレノイドバルブ交換２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０＿Ｏ） 　ソレノイドバルブ通信１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０＿Ｏ） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０＿Ｏ） 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０＿Ｏ） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０＿Ｏ） 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０＿Ｏ） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０＿Ｏ） 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０＿Ｏ） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０＿Ｏ） 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０＿Ｏ） 　再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０＿Ｏ） 　電磁制御弁１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０＿Ｏ） 　電磁制御弁２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８．１＿ＢＯＳＣＨ） 　ＡＢＳまたはＡＳＲ再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８．１＿ＢＯＳＣＨ） 　ソレノイドバルブ１切替

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８．１＿ＢＯＳＣＨ） 　ソレノイドバルブ２切替

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８．１＿ＢＯＳＣＨ） 　ソレノイドバルブ交換２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８．１＿ＢＯＳＣＨ） 　ソレノイドバルブ通信１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８．１＿ＢＯＳＣＨ） 　バキュームポンプリレー駆動

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８．１＿ＢＯＳＣＨ） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８．１＿ＢＯＳＣＨ） 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８．１＿ＢＯＳＣＨ） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８．１＿ＢＯＳＣＨ） 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８．１＿ＢＯＳＣＨ） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８．１＿ＢＯＳＣＨ） 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８．１＿ＢＯＳＣＨ） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８．１＿ＢＯＳＣＨ） 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８．１＿ＢＯＳＣＨ） 　再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８．１＿ＢＯＳＣＨ） 　電磁制御弁１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８．１＿ＢＯＳＣＨ） 　電磁制御弁２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８＿ＢＯＳＣＨ） 　ＡＢＳまたはＡＳＲ再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８＿ＢＯＳＣＨ） 　ソレノイドバルブ１切替

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８＿ＢＯＳＣＨ） 　ソレノイドバルブ２切替

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８＿ＢＯＳＣＨ） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８＿ＢＯＳＣＨ） 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８＿ＢＯＳＣＨ） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８＿ＢＯＳＣＨ） 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８＿ＢＯＳＣＨ） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８＿ＢＯＳＣＨ） 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８＿ＢＯＳＣＨ） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８＿ＢＯＳＣＨ） 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８＿ＢＯＳＣＨ） 　電磁制御弁１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８＿ＢＯＳＣＨ） 　電磁制御弁２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＭＫ　１００） 　ソレノイドバルブ交換２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＭＫ　１００） 　ソレノイドバルブ通信１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＭＫ　１００） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＭＫ　１００） 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＭＫ　１００） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＭＫ　１００） 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＭＫ　１００） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＭＫ　１００） 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＭＫ　１００） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＭＫ　１００） 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＭＫ　１００） 　再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＭＫ　１００） 　電磁制御弁１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＭＫ　１００） 　電磁制御弁２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　ＡＢＳまたはＡＳＲ再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　ソレノイドバルブ１切替

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　ソレノイドバルブ２切替

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　ソレノイドバルブ交換２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　ソレノイドバルブ制御１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　ソレノイドバルブ制御２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　ソレノイドバルブ通信１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　バキュームポンプリレー駆動

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　フロント右インレットソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　フロント右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　フロント右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　フロント左インレットソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　フロント左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　フロント左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　リア右インレットソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　リア右吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　リア右排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　リア左インレットソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　リア左吸気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　リア左排気ソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　再循環ポンプ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　切替えソレノイドバルブ１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　切替えソレノイドバルブ２

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　電磁制御弁１

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　電磁制御弁２

　ＣＤプレーヤー 　ＯＦＦ

　ＣＤプレーヤー 　イントロスキャン

　ＣＤプレーヤー 　ディスク交換

　ＣＤプレーヤー 　一時停止

　ＣＤプレーヤー 　読込中

　ＣＤプレーヤー（ＣＤチェンジャー） 　ＯＦＦ

　ＣＤプレーヤー（ＣＤチェンジャー） 　イントロスキャン

　ＣＤプレーヤー（ＣＤチェンジャー） 　ディスク交換

　ＣＤプレーヤー（ＣＤチェンジャー） 　一時停止

　ＣＤプレーヤー（ＣＤチェンジャー） 　読込中
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システム名 項目名

　アクティブセーフティー（ＡＢＳ　ＴＥＶＥＳ　ＭＫ２０） 　ＡＢＳポンプ

　アクティブセーフティー（ＡＢＳ　ＴＥＶＥＳ　ＭＫ２０） 　フロント右アウトレットバルブ

　アクティブセーフティー（ＡＢＳ　ＴＥＶＥＳ　ＭＫ２０） 　フロント右インレットバルブ

　アクティブセーフティー（ＡＢＳ　ＴＥＶＥＳ　ＭＫ２０） 　フロント右バルブ

　アクティブセーフティー（ＡＢＳ　ＴＥＶＥＳ　ＭＫ２０） 　フロント左アウトレットバルブ

　アクティブセーフティー（ＡＢＳ　ＴＥＶＥＳ　ＭＫ２０） 　フロント左インレットバルブ

　アクティブセーフティー（ＡＢＳ　ＴＥＶＥＳ　ＭＫ２０） 　フロント左バルブ

　アクティブセーフティー（ＡＢＳ　ＴＥＶＥＳ　ＭＫ２０） 　リア右アウトレットバルブ

　アクティブセーフティー（ＡＢＳ　ＴＥＶＥＳ　ＭＫ２０） 　リア右インレットバルブ

　アクティブセーフティー（ＡＢＳ　ＴＥＶＥＳ　ＭＫ２０） 　リア右バルブ

　アクティブセーフティー（ＡＢＳ　ＴＥＶＥＳ　ＭＫ２０） 　リア左アウトレットバルブ

　アクティブセーフティー（ＡＢＳ　ＴＥＶＥＳ　ＭＫ２０） 　リア左インレットバルブ

　アクティブセーフティー（ＡＢＳ　ＴＥＶＥＳ　ＭＫ２０） 　リア左バルブ

　アディッショナルヒーター 　ウォーターポンプ

　アディッショナルヒーター 　ヒーター駆動

　アディッショナルヒーター 　フューエルポンプ

　アディッショナルヒーター 　燃焼エアタービン

　アディッショナルヒーター 　燃料補填

　アディッショナルヒーター 　白熱光源

　アディッショナルヒーター（ＣＨＡＵＦＦ＿ＡＤＤ） 　ウォーターポンプ

　アディッショナルヒーター（ＣＨＡＵＦＦ＿ＡＤＤ） 　ヒーター駆動

　アディッショナルヒーター（ＣＨＡＵＦＦ＿ＡＤＤ） 　フューエルポンプ

　アディッショナルヒーター（ＣＨＡＵＦＦ＿ＡＤＤ） 　燃焼エアタービン

　アディッショナルヒーター（ＣＨＡＵＦＦ＿ＡＤＤ） 　燃料補填

　アディッショナルヒーター（ＣＨＡＵＦＦ＿ＡＤＤ） 　白熱光源

　アラーム 　サイレン作動

　アラーム 　ボリュメトリック検出駆動

　アラーム 　内部警報作動

　インストルメント 　ＡＢＳ制御ランプ

　インストルメント 　ＡＴ警告灯

　インストルメント 　ＣＩＴＹランプ

　インストルメント 　ＥＳＰ制御ランプ

　インストルメント 　ＭＩＬ制御ランプ

　インストルメント 　ＳＴＯＰ／ＳＴＡＲＴ制御ランプ

　インストルメント 　イモビライザー制御ランプ

　インストルメント 　エンジン温度ランプ

　インストルメント 　エンジン温度計

　インストルメント 　オルタネーター制御ランプ

　インストルメント 　クルーズコントロールランプ

　インストルメント 　グロープラグコントロールランプ

　インストルメント 　シートベルト制御ランプ

　インストルメント 　ステアリング警告灯

　インストルメント 　スピードメーター

　インストルメント 　ダッシュボードチェック

　インストルメント 　ダッシュボード警告音（ブザー）

　インストルメント 　ダッシュボード照明

　インストルメント 　チェックランプインジケーター

　インストルメント 　ドア開ランプ

　インストルメント 　パーキングブレーキ制御ランプ

　インストルメント 　パーキングランプ表示灯

　インストルメント 　ハイビーム制御ランプ

　インストルメント 　ブレーキ摩耗警告灯

　インストルメント 　フロントフォグランプ表示灯

　インストルメント 　ヘッドライトアクチュエーター

　インストルメント 　リアフォグランプ表示灯

　インストルメント 　右側ターンシグナル制御ランプ

　インストルメント 　回転数カウンター

　インストルメント 　警告灯

　インストルメント 　左側ターンシグナル制御ランプ

　インストルメント 　燃料レベルインジケーター

　インストルメント 　燃料残量警告灯

　インストルメント 　燃料内水制御ランプ（対応車両のみ）

　インストルメント 　微粒子フィルターランプ

　インストルメント 　表示テスト

　インストルメント 　油圧ランプ

　インストルメントパネル 　ＬＣＤスクリーン

　インストルメントパネル 　インストルメントパネルインジケーターランプテスト

　インストルメントパネル 　インストルメントパネル警告灯テスト

　インストルメントパネル 　インストルメントパネル照明

　インストルメントパネル 　エンジンオイルレベルインジケーター

　インストルメントパネル 　エンジン油温インジケーター

　インストルメントパネル 　オイルレベル

　インストルメントパネル 　オイルレベルゲージ

　インストルメントパネル 　オートマチックギアボックスディスプレー

　インストルメントパネル 　オドメーター０リセット

　インストルメントパネル 　ギアボックスディスプレー

　インストルメントパネル 　コントロールパネルＬＥＤ

　インストルメントパネル 　ステッピングモーターリセット

　インストルメントパネル 　ステッピングモーター全消去

　インストルメントパネル 　スピードメーター

　インストルメントパネル 　タコメーター

　インストルメントパネル 　トリップ／オドメーター

　インストルメントパネル 　ニードルリセット

　インストルメントパネル 　フューエルレベルゲージ

　インストルメントパネル 　ブラックパネル

　インストルメントパネル 　レブカウンターインジケーター

　インストルメントパネル 　液晶画面照明

　インストルメントパネル 　画面表示

　インストルメントパネル 　回転数カウンター

　インストルメントパネル 　外側警告灯テスト

　インストルメントパネル 　外部ＬＥＤ

　インストルメントパネル 　外部ウィンカーテスト
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システム名 項目名

　インストルメントパネル 　水温計

　インストルメントパネル 　燃料計

　インストルメントパネル 　油温計

　インストルメントパネル（ＣＯＭＢＩＮＥ＿ＵＤＳ） 　インストルメントパネルインジケーターランプテスト

　インストルメントパネル（ＣＯＭＢＩＮＥ＿ＵＤＳ） 　インストルメントパネル照明

　インストルメントパネル（ＣＯＭＢＩＮＥ＿ＵＤＳ） 　スピードメーター

　インストルメントパネル（ＣＯＭＢＩＮＥ＿ＵＤＳ） 　タコメーター

　インストルメントパネル（ＣＯＭＢＩＮＥ＿ＵＤＳ） 　ニードルリセット

　インストルメントパネル（ＣＯＭＢＩＮＥ＿ＵＤＳ） 　液晶画面

　インストルメントパネル（ＣＯＭＢＩＮＥ＿ＵＤＳ） 　外部ウィンカーテスト

　インストルメントパネル（ＣＯＭＢＩＮＥ＿ＵＤＳ） 　水温計

　インストルメントパネル（ＣＯＭＢＩＮＥ＿ＵＤＳ） 　燃料計

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　［Ｐ］レンジインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　２速スタートインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　４ＬＯインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　４ＷＤインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　４ＷＤオートインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　４ＷＤロックインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　４ＷＤ警告灯

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　Ａ／Ｔ　［Ｐ］インジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　Ａ／Ｔインジケーター操作１　－　２

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　Ａ／Ｔインジケーター操作１　－　３（Ｍ）

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　Ａ／Ｔインジケーター操作１　－　４（Ｍ）

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　Ａ／Ｔインジケーター操作１　－　Ｄ

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　Ａ／Ｔインジケーター操作１　－　Ｌ

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　Ａ／Ｔインジケーター操作１　－　Ｎ

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　Ａ／Ｔインジケーター操作１　－　Ｐ

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　Ａ／Ｔインジケーター操作１　－　Ｒ

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　Ａ／Ｔインジケーター操作２　－　５

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　Ａ／Ｔインジケーター操作２　－　６

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　Ａ／Ｔインジケーター操作２　－　７

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　Ａ／Ｔインジケーター操作２　－　８

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　Ａ／Ｔインジケーター操作２　－　Ｂ

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　Ａ／Ｔインジケーター操作２　－　ＥＳ

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　Ａ／Ｔインジケーター操作２　－　Ｍ

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　Ａ／Ｔインジケーター操作２　－　Ｓ

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　Ａ／Ｔインジケーター操作３　－　Ｄ

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　Ａ／Ｔ油温操作

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ＡＢＳ表示灯

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ＡＦＳインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ＡＳＬインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ＤＰＦ警告

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ＥＣＢ表示灯

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ＥＣＯＮＯインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ＥＣＯインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ＥＣＯモードインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ＥＣＴ　ＰＷＲ表示灯

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ＥＣＴ　ＳＮＯＷ表示灯

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ＥＰＢオートＯＦＦインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ＥＰＳインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ＥＶモードインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ＨＶシステム認証モードインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ＨＶユニット高温警告インジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ＫＤＳＳインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ＬＥＤヘッドランプ警告

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ＭＭＴ　Ｅモードインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ＭＭＴ　Ｍモードインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ＰＰＳインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　Ｒｅａｄｙ（ＨＶ）インジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ＳＥＴインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ＳＩＬ（アップ）インジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ＳＩＬ（ダウン）インジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ＳＩＬインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ＳＰＯＲＴ（ＣＶＴスポーツ）インジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ＴＥＭＳコンフォートインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ＴＥＭＳスポーツインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ＶＳＣ　ＯＦＦインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ＶＳＣ　ＴＲＣインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ＶＳＣ表示灯

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　アクティブＴＲＣインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　アクティブＴＲＣ警告インジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ウォッシャー表示灯

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　エアコンオートインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　エアサスペンション（ＨＩ）インジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　エアサスペンション（ＬＯ）インジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　エアサスペンション（Ｎ）インジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　エアバッグ表示灯

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　エンジンチェックインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　オイルレベル表示灯

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　オートＬＳＤインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　オートマチックハイビームインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　オーバースピードインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　オフロードガイダンスインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　キーインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　クリアランスソナーＬＣＤインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　クルーズインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　クルーズ表示灯

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　グローインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　クロールインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　クロール警告インジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　シートベルト情報インジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　シフトバイワイヤー警告



●シトロエン　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ストップ＆スタートＯＦＦインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ストップ＆スタートＯＮインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　スピードメーター操作

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　スマートシステムインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　スマートシステム警告

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　スリップ表示灯

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　センターデフロックインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ターンシグナル（右）インジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ターンシグナル（左）インジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　タイミングベルトインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　タイヤ空気圧警告システムインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ダウンヒルアシストコントロールインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　タコメーター操作

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　チャージ表示灯

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　テールＯＦＦインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　テールキャンセルインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　テールランプ表示灯

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　トランクドア開表示灯

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ナビＣＶＴインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　パークインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ハイブリッドシステム警告

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　バックドア開表示灯

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　バッテリーチャージ警告

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ビーム表示灯

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　フードドア開表示灯

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ブラインドスポットモニタリングインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　プリクラッシュインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ブレーキホールドインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ブレーキ表示灯

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　フロントフォグランプ表示灯

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ヘッドアップディスプレーインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ヘッドランプオートレベリング表示灯

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ヘッドランプ表示灯

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ホールドインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　マスター警告

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　メーター表示１

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　メンテナンスインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ライドモードインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　ラゲージモードインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　リアインナーホイール制御インジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　リアインナーホイール制御警告

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　リアシートベルト

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　リアデフロックインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　リアドア右開インジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　リアドア左開インジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　リアフォグランプ表示灯

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　リチウムチャージインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　リチウムバッテリーチェックインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　リチウムバッテリー高温インジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　レーダークルーズＲｅａｄｙインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　レーダークルーズインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　レーンからのずれ

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　運転席シートベルト

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　運転席側ドア開

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　高さハイインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　車両接近警告ＯＦＦインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　助手席シートベルト

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　助手席側ドア開

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　水位表示灯

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　水温計操作

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　水温計操作ＨＩＧＨ

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　水温計操作ＬＯＷ

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　水温計操作ＮＯＲＭＡＬ

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　全ドア開表示灯

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　燃料フィルターインジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　燃料計操作

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　燃料表示灯

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　油圧インジケーター

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　冷却水高温表示灯

　インストルメントパネル（ＭＥＴ） 　冷却水低温表示灯

　インストルメントパネル（オートサーチ（インストルメントパネル）） 　インストルメントパネルインジケーターランプテスト

　インストルメントパネル（オートサーチ（インストルメントパネル）） 　インストルメントパネル照明

　インストルメントパネル（オートサーチ（インストルメントパネル）） 　オイルレベル

　インストルメントパネル（オートサーチ（インストルメントパネル）） 　ステッピングモーター全消去

　インストルメントパネル（オートサーチ（インストルメントパネル）） 　スピードメーター

　インストルメントパネル（オートサーチ（インストルメントパネル）） 　タコメーター

　インストルメントパネル（オートサーチ（インストルメントパネル）） 　ニードルリセット

　インストルメントパネル（オートサーチ（インストルメントパネル）） 　ポイントマトリックス

　インストルメントパネル（オートサーチ（インストルメントパネル）） 　液晶画面

　インストルメントパネル（オートサーチ（インストルメントパネル）） 　回転数カウンター

　インストルメントパネル（オートサーチ（インストルメントパネル）） 　外部ウィンカーテスト

　インストルメントパネル（オートサーチ（インストルメントパネル）） 　水温計

　インストルメントパネル（オートサーチ（インストルメントパネル）） 　燃料計

　インストルメントパネル（オートサーチ（インストルメントパネル）） 　油温計

　インストルメントパネル（コンバイン） 　ＬＣＤスクリーン

　インストルメントパネル（コンバイン） 　インストルメントパネルインジケーターランプ

　インストルメントパネル（コンバイン） 　インストルメントパネルインジケーターランプテスト

　インストルメントパネル（コンバイン） 　インストルメントパネル照明

　インストルメントパネル（コンバイン） 　オイルレベル

　インストルメントパネル（コンバイン） 　オドメータースクリーン

　インストルメントパネル（コンバイン） 　ギアボックスディスプレー

　インストルメントパネル（コンバイン） 　ギアレバーポジション［Ｄ］
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システム名 項目名

　インストルメントパネル（コンバイン） 　ギアレバーポジション［Ｎ］

　インストルメントパネル（コンバイン） 　ギアレバーポジション［Ｒ］

　インストルメントパネル（コンバイン） 　ステッピングモーターリタイミング

　インストルメントパネル（コンバイン） 　ステッピングモーター全消去

　インストルメントパネル（コンバイン） 　スピードメーター

　インストルメントパネル（コンバイン） 　セミオートマチックパーキングシステム警告灯

　インストルメントパネル（コンバイン） 　フットオンブレーキ警告灯

　インストルメントパネル（コンバイン） 　ポイントマトリックス

　インストルメントパネル（コンバイン） 　液晶画面

　インストルメントパネル（コンバイン） 　回転数カウンター

　インストルメントパネル（コンバイン） 　回転数カウンターインジケーター

　インストルメントパネル（コンバイン） 　外部ウィンカー

　インストルメントパネル（コンバイン） 　外部ウィンカーテスト

　インストルメントパネル（コンバイン） 　水温計

　インストルメントパネル（コンバイン） 　燃料計

　インストルメントパネル（コンバイン） 　油温計

　ウインドスクリーンワイパー 　フロントウィンドウワイパー高速制御

　ウインドスクリーンワイパー 　フロントウィンドウワイパー低速制御

　ウインドスクリーンワイパー 　メンテナンスポジション

　ウインドスクリーンワイパー（ＭＯＴＥＶ） 　フロントウィンドウワイパー高速制御

　ウインドスクリーンワイパー（ＭＯＴＥＶ） 　フロントウィンドウワイパー低速制御

　ウインドスクリーンワイパー（ＭＯＴＥＶ） 　メンテナンスポジション

　エアコン 　エアコン機能ＬＥＤ

　エアコン 　エア配分モーター

　エアコン 　キーインジケーターランプＯＦＦ

　エアコン 　キーインジケーターランプＯＮ

　エアコン 　ディストリビューションモーター

　エアコン 　ディストリビューションモーターＯＦＦ

　エアコン 　ディストリビューションモーターＯＮ

　エアコン 　ディスプレースイッチＯＦＦ

　エアコン 　ディスプレースイッチＯＮ

　エアコン 　ディスプレーセグメント点灯

　エアコン 　ディスプレー照明

　エアコン 　ヒーターブロワーモーターＯＦＦ

　エアコン 　ヒーターブロワーモーターＯＮ

　エアコン 　ブロワー

　エアコン 　フロントパネル照明

　エアコン 　フロントブロワーモーター

　エアコン 　ベンチレーションディストリビューションモーター

　エアコン 　ボタンインジケーター照明

　エアコン 　ミキサーモーターＯＦＦ

　エアコン 　ミキサーモーターＯＮ

　エアコン 　右ミキシングモーター

　エアコン 　運転席ミキシングモーター

　エアコン 　機能警告灯およびボタン照明

　エアコン 　左ミキシングモーター

　エアコン 　再循環ＯＦＦ

　エアコン 　再循環ＯＮ

　エアコン 　再循環エンジン

　エアコン 　再循環モーター

　エアコン 　助手席コンパートメントエアブロワー

　エアコン 　助手席ミキシングモーター

　エアコン 　照明レベル

　エアコン（ＢＣＣ） 　エアコンコントロールパネルディスプレー照明レベル

　エアコン（ＢＣＣ） 　エアコンフロントパネルボタンバックランプ機能

　エアコン（ＢＣＣ） 　エアコン機能表示灯点灯

　エアコン（ＢＣＣ） 　ディストリビューションモーター

　エアコン（ＢＣＣ） 　ディスプレー照明

　エアコン（ＢＣＣ） 　フロント右ミキシングモーター

　エアコン（ＢＣＣ） 　フロント左ミキシングモーター

　エアコン（ＢＣＣ） 　再循環＆エアインレットモーター

　エアコン（ＢＣＣ） 　助手席コンパートメントエアブロワー

　エアコン（ＣＬＩＭ＿ＲＥＧＵＬＥＥ） 　エアコン機能ＬＥＤ

　エアコン（ＣＬＩＭ＿ＲＥＧＵＬＥＥ） 　エア配分モーター

　エアコン（ＣＬＩＭ＿ＲＥＧＵＬＥＥ） 　ディストリビューションモーター

　エアコン（ＣＬＩＭ＿ＲＥＧＵＬＥＥ） 　ディスプレーセグメント点灯

　エアコン（ＣＬＩＭ＿ＲＥＧＵＬＥＥ） 　ディスプレー照明

　エアコン（ＣＬＩＭ＿ＲＥＧＵＬＥＥ） 　フロントパネル照明

　エアコン（ＣＬＩＭ＿ＲＥＧＵＬＥＥ） 　フロントブロワーモーター

　エアコン（ＣＬＩＭ＿ＲＥＧＵＬＥＥ） 　右側ディストリビューションモーター

　エアコン（ＣＬＩＭ＿ＲＥＧＵＬＥＥ） 　運転席ミキシングモーター

　エアコン（ＣＬＩＭ＿ＲＥＧＵＬＥＥ） 　機能警告灯およびボタン照明

　エアコン（ＣＬＩＭ＿ＲＥＧＵＬＥＥ） 　左側ディストリビューションモーター

　エアコン（ＣＬＩＭ＿ＲＥＧＵＬＥＥ） 　再循環エンジン

　エアコン（ＣＬＩＭ＿ＲＥＧＵＬＥＥ） 　再循環モーター

　エアコン（ＣＬＩＭ＿ＲＥＧＵＬＥＥ） 　助手席コンパートメントエアブロワー

　エアコン（ＣＬＩＭ＿ＲＥＧＵＬＥＥ） 　助手席ミキシングモーター

　エアコン（ＣＬＩＭ＿ＲＥＧＵＬＥＥ） 　照明レベル

　エアコン（ＣＬＩＭ＿ＲＥＧＵＬＥＥ＿ＵＤＳ） 　キャビンエアブロワー５０％のみ

　エアコン（ＣＬＩＭ＿ＲＥＧＵＬＥＥ＿ＵＤＳ） 　フットウェル／デアイスディストリビューションモーター

　エアコン（ＣＬＩＭ＿ＲＥＧＵＬＥＥ＿ＵＤＳ） 　フロント右ミキシングモーター

　エアコン（ＣＬＩＭ＿ＲＥＧＵＬＥＥ＿ＵＤＳ） 　フロント左ミキシングモーター

　エアコン（ＣＬＩＭ＿ＲＥＧＵＬＥＥ＿ＵＤＳ） 　ベンチレーションディストリビューションモーター

　エアコン（ＣＬＩＭ＿ＲＥＧＵＬＥＥ＿ＵＤＳ） 　再循環＆エアインレットモーター

　エアコン（ＣＬＩＭ＿ＲＥＧＵＬＥＥ＿ＵＤＳ） 　助手席コンパートメントエアブロワー

　エアコン（ＴＤＣ＿ＲＦ＿ＭＵＸ） 　エアコンフロントパネルボタンバックランプ機能

　エアコン（ＴＤＣ＿ＲＦ＿ＭＵＸ） 　エアコン機能表示灯点灯

　エアコン（ＴＤＣ＿ＲＦ＿ＭＵＸ） 　再循環＆エアインレットモーター

　エアコン（ＴＤＣ＿ＲＦ＿ＭＵＸ） 　助手席コンパートメントエアブロワー

　エアコン（オートサーチ（エアコン）） 　エアコンフロントパネルボタンバックランプ機能

　エアコン（オートサーチ（エアコン）） 　エアコン機能ＬＥＤ

　エアコン（オートサーチ（エアコン）） 　エアコン機能表示灯点灯



●シトロエン　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　エアコン（オートサーチ（エアコン）） 　エア配分モーター

　エアコン（オートサーチ（エアコン）） 　キャビンエアブロワー５０％のみ

　エアコン（オートサーチ（エアコン）） 　ディスプレー照明

　エアコン（オートサーチ（エアコン）） 　フットウェル／デアイスディストリビューションモーター

　エアコン（オートサーチ（エアコン）） 　フロント右ミキシングモーター

　エアコン（オートサーチ（エアコン）） 　フロント左ミキシングモーター

　エアコン（オートサーチ（エアコン）） 　ベンチレーションディストリビューションモーター

　エアコン（オートサーチ（エアコン）） 　運転席ミキシングモーター

　エアコン（オートサーチ（エアコン）） 　再循環＆エアインレットモーター

　エアコン（オートサーチ（エアコン）） 　再循環エンジン

　エアコン（オートサーチ（エアコン）） 　助手席コンパートメントエアブロワー

　エアコン（オートサーチ（エアコン）） 　助手席ミキシングモーター

　エアコン（オートサーチ（エアコン）） 　照明レベル

　エアバッグ 　シートベルト制御ランプ

　エアバッグ 　シートベルト未着用ＬＥＤ

　エアバッグ 　ジェネラル警告灯

　エアバッグ 　警告灯

　エアバッグ 　助手席エアバッグＯＦＦ　ＬＥＤ

　エアバッグ 　助手席側フロントエアバッグ作動禁止表示灯

　エアバッグ（ＲＢＧ＿ＵＤＳ） 　ＵＳＢ周辺機器トラック変更

　エアバッグ（ＲＢＧ＿ＵＤＳ） 　ボリュームコントロールテスト

　エアバッグ（ＲＢＧ＿ＵＤＳ） 　ラウドネス機能テスト

　エアバッグ（ＲＢＧ＿ＵＤＳ） 　警告音（フロント右スピーカー）

　エアバッグ（ＲＢＧ＿ＵＤＳ） 　警告音（フロント左スピーカー）

　エアバッグ（ＲＢＧ＿ＵＤＳ） 　警告音（リア右スピーカー）

　エアバッグ（ＲＢＧ＿ＵＤＳ） 　警告音（リア左スピーカー）

　エアバッグ（ＲＢＧ＿ＵＤＳ） 　左右バランステスト

　エアバッグ（ＲＢＧ＿ＵＤＳ） 　前後バランステスト

　エアバッグ（オートサーチ（エアバッグ）） 　ＵＳＢ周辺機器トラック変更

　エアバッグ（オートサーチ（エアバッグ）） 　ボリュームコントロールテスト

　エアバッグ（オートサーチ（エアバッグ）） 　ラウドネス機能テスト

　エアバッグ（オートサーチ（エアバッグ）） 　警告音（フロント右スピーカー）

　エアバッグ（オートサーチ（エアバッグ）） 　警告音（フロント左スピーカー）

　エアバッグ（オートサーチ（エアバッグ）） 　警告音（リア右スピーカー）

　エアバッグ（オートサーチ（エアバッグ）） 　警告音（リア左スピーカー）

　エアバッグ（オートサーチ（エアバッグ）） 　左右バランステスト

　エアバッグ（オートサーチ（エアバッグ）） 　前後バランステスト

　エアバッグ（フロントエアバッグ） 　乗客あり、中和あり

　エアバッグ（フロントエアバッグ） 　乗客あり、中和なし

　エアバッグ（フロントエアバッグ） 　乗客なし

　エレクトリックセカンダリーブレーキ 　ＥＰＢ解除

　エレクトリックセカンダリーブレーキ 　ＥＰＢ適応

　エレクトリックセカンダリーブレーキ（ＦＳＥ） 　ＥＰＢ解除

　エレクトリックセカンダリーブレーキ（ＦＳＥ） 　ＥＰＢ適応

　エンジン（Ｂｏｓｃｈ　ＭＰ　５．２） 　エアコンコンプレッサーリレーコマンド

　エンジン（Ｂｏｓｃｈ　ＭＰ　５．２） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（Ｂｏｓｃｈ　ＭＰ　５．２） 　ステッピングモーター

　エンジン（Ｂｏｓｃｈ　ＭＰ　５．２） 　タコメーターＯＮ

　エンジン（Ｂｏｓｃｈ　ＭＰ　５．２） 　燃料インジェクター

　エンジン（Ｂｏｓｃｈ　ＭＰ　５．２） 　燃料消費量信号

　エンジン（Ｂｏｓｃｈ　ＭＰ　７．３） 　インジェクター１

　エンジン（Ｂｏｓｃｈ　ＭＰ　７．３） 　インジェクター２

　エンジン（Ｂｏｓｃｈ　ＭＰ　７．３） 　インジェクター３

　エンジン（Ｂｏｓｃｈ　ＭＰ　７．３） 　インジェクター４

　エンジン（Ｂｏｓｃｈ　ＭＰ　７．３） 　エアコンリレー

　エンジン（Ｂｏｓｃｈ　ＭＰ　７．３） 　エアポンプリレー

　エンジン（Ｂｏｓｃｈ　ＭＰ　７．３） 　キャニスターパージバルブ

　エンジン（Ｂｏｓｃｈ　ＭＰ　７．３） 　ステッピングモーター

　エンジン（Ｂｏｓｃｈ　ＭＰ　７．３） 　タコメーター信号

　エンジン（Ｂｏｓｃｈ　ＭＰ　７．３） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（Ｂｏｓｃｈ　ＭＰ　７．３） 　燃料消費量信号

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＡＣＣカットリレー

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＡＩ駆動（ＡＳＶ開／ＡＰ　－　ＯＮ）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＡＩ駆動（ＡＳＶ閉／ＡＰ　－　ＯＮ）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＡＩ駆動２（ＡＳＶ開／ＡＰ　－　ＯＮ）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＣＶＴギアシフトポジション

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＣＶＴ加速ソレノイド

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＣＶＴ減速ソレノイド

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（シリンダー内噴射）（噴射停止）（シリンダー１）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（シリンダー内噴射）（噴射停止）（シリンダー２）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（シリンダー内噴射）（噴射停止）（シリンダー３）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（シリンダー内噴射）（噴射停止）（シリンダー４）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（シリンダー内噴射）（噴射停止）（シリンダー５）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（シリンダー内噴射）（噴射停止）（シリンダー６）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（シリンダー内噴射）（噴射停止）（シリンダー７）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（シリンダー内噴射）（噴射停止）（シリンダー８）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（シリンダー内噴射）（噴射点火停止）（シリンダー１）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（シリンダー内噴射）（噴射点火停止）（シリンダー２）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（シリンダー内噴射）（噴射点火停止）（シリンダー３）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（シリンダー内噴射）（噴射点火停止）（シリンダー４）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（シリンダー内噴射）（噴射点火停止）（シリンダー５）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（シリンダー内噴射）（噴射点火停止）（シリンダー６）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（シリンダー内噴射）（噴射点火停止）（シリンダー７）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（シリンダー内噴射）（噴射点火停止）（シリンダー８）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射停止）（シリンダー１）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射停止）（シリンダー２）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射停止）（シリンダー３）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射停止）（シリンダー４）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射停止）（シリンダー５）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射停止）（シリンダー６）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射停止）（シリンダー７）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射停止）（シリンダー８）



●シトロエン　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射点火停止）（シリンダー１）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射点火停止）（シリンダー２）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射点火停止）（シリンダー３）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射点火停止）（シリンダー４）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射点火停止）（シリンダー５）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射点火停止）（シリンダー６）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射点火停止）（シリンダー７）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射点火停止）（シリンダー８）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射停止）（シリンダー１）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射停止）（シリンダー２）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射停止）（シリンダー３）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射停止）（シリンダー４）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射停止）（シリンダー５）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射停止）（シリンダー６）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射停止）（シリンダー７）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射停止）（シリンダー８）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射点火停止）（シリンダー１）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射点火停止）（シリンダー２）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射点火停止）（シリンダー３）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射点火停止）（シリンダー４）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射点火停止）（シリンダー５）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射点火停止）（シリンダー６）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射点火停止）（シリンダー７）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射点火停止）（シリンダー８）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（燃料噴射量変更）（シリンダー内インジェクション）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（燃料噴射量変更）（ポート噴射）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｄ－４Ｓ（燃料噴射量変更）（制御依存）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＥＣＴギアシフトポジション

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＥＧＲ　ＶＳＶ

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＥＧＲカットＶＳＶ

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＥＧＲクーラーバイパスＶＳＶ（クーラー側）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＥＧＲクーラーバイパスＶＳＶ（バイバス側）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＥＧＲステップポジション２制御

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＥＧＲステップ位置制御

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＥＧＲステップ量

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＥＧＲバルブ閉

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＦＰリレー

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＦＰリレー２

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＰＭ強制再生制御

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＰＷバランス噴射停止（シリンダー１）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＰＷバランス噴射停止（シリンダー２）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＰＷバランス噴射停止（シリンダー３）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＰＷバランス噴射停止（シリンダー４）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＰＷバランス噴射停止（シリンダー５）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＰＷバランス噴射停止（シリンダー６）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＰＷバランス噴射停止（シリンダー７）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＰＷバランス噴射停止（シリンダー８）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＳＣＶモーター

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＳＬＳ

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＳＬＳ駆動

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　Ｓ被毒再生制御

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＴＣターミナルＯＮ

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＶＮターボ開度（バンク１）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＶＮターボ全開

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＶＶＴリニア駆動（バンク１）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＶＶＴリニア駆動（バンク２）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＶＶＴ制御

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＶＶＴ制御Ｂ２

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　エアコンマグネットクラッチ

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　エマージェンシーカットバルブ

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　エンジンブレーキコントロールソレノイド

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　シフトギアソレノイド１

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　シフトギアソレノイド２

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　シフトギアソレノイド３

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　シフトギアソレノイド４

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　シフトギアリニアソレノイド３

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　シフトギアリニアソレノイド４

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　シフトギアリニアソレノイド５

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　スターターリレー

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　スリップコントロールソレノイド

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　セカンダリーエアシステム

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　タイミングソレノイド

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ディーゼルスロットル駆動

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　トランスミッションリニアソレノイド１

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　トランスミッションリニアソレノイド２

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　パージＶＳＶ

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　パージ開／閉固着

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　バルブマチック駆動（エンジンＯＦＦ）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　バルブマチック駆動（エンジンＯＮ）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　バルブマチック暖機後駆動位置

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　バルブマチック暖機前駆動位置

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　パワーバランス（噴射停止　－　シリンダー１）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　パワーバランス（噴射停止　－　シリンダー２）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　パワーバランス（噴射停止　－　シリンダー３）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　パワーバランス（噴射停止　－　シリンダー４）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　パワーバランス（噴射停止　－　シリンダー５）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　パワーバランス（噴射停止　－　シリンダー６）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　パワーバランス（噴射停止　－　シリンダー７）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　パワーバランス（噴射停止　－　シリンダー８）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　パワーバランス（噴射点火停止　－　シリンダー１）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　パワーバランス（噴射点火停止　－　シリンダー２）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　パワーバランス（噴射点火停止　－　シリンダー３）
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　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　パワーバランス（噴射点火停止　－　シリンダー４）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　パワーバランス（噴射点火停止　－　シリンダー５）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　パワーバランス（噴射点火停止　－　シリンダー６）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　パワーバランス（噴射点火停止　－　シリンダー７）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　パワーバランス（噴射点火停止　－　シリンダー８）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　フューエルカット禁止

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　プレデリバリーカットバルブ

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ライン圧力ソレノイド

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　リレーバルブコントロールソレノイド

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　リレー系統

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ロックアップコントロールソレノイド（ＤＳＬ）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ロックアップコントロールソレノイド（ＤＳＵ）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ロックアップコントロールソレノイド（ＳＬ）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ロックアップソレノイド

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　吸気制御ＶＳＶ

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　吸気制御バルブ駆動

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　給油インレット開

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　係合圧力ソレノイド

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　高圧燃料テスト

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　触媒ＯＴ失火防止Ｆ／Ｃ無効

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　前後切替ソレノイド

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　電圧発生要求

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　電気バルブ戻り値

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　電動ＶＶＴリニア駆動（バンク１）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　電動ＶＶＴリニア駆動（バンク２）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　電動ウォーターポンプ操作

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　電動スロットル駆動（Ｆａｓｔ）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　電動スロットル駆動（Ｓｌｏｗ）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　電動ファン

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　燃料圧力リリーフバルブ開

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　燃料噴射量

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　排気ＶＳＶ要求値

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　排気ＶＶＴリニア駆動（バンク１）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　排気ＶＶＴリニア駆動（バンク２）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　排気ブレーキＶＳＶ

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　噴射時間１

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　噴射時間２

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　噴射時間３

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　噴射時間４

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　噴射時間５

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　噴射時間６

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　噴射時間７

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　噴射時間８

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　噴射方法切替（シリンダー内噴射）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　噴射方法切替（ポート噴射）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　噴射方法切替（制御依存）

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　目標燃料圧力

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　３方向ＶＳＶ

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　ＡＣＥＭ

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　ＥＣＴギアシフトポジション

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　ＥＧＲ　ＶＳＶ

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　ＥＧＲステップ量

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　ＩＳＣステップ量

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　ＩＳＣデューティー比

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　Ｏ／Ｄカットソレノイド

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　ＳＣＶ　ＶＳＶ

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　ＴＣターミナルＯＮ

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　ＶＶＴ制御

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　ＶＶＴ制御２

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　エアコンカット

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　エアコンマグネットクラッチリレー

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　サーキットオープニングリレー

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　スーパーチャージャー圧力制御ＶＳＶ

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　ストイキオメトリーコントロール（Ｄ４）

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　ストラティフィケーションコントロール（Ｄ４）

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　スリップコントロールソレノイド

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　タイミングソレノイド

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　パージＶＳＶ

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　パージカットＶＳＶ

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　フューエルカット禁止

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　ベルト狭圧制御ソレノイド

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　ライン圧力ソレノイド

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　吸気制御ＶＳＶ

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　吸気制御ＶＳＶ２

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　吸気切替バルブ制御

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　係合圧力ソレノイド

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　前後切替ソレノイド

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　燃圧（Ｄ４）

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　燃焼圧力ＵＰ　ＶＳＶ

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　燃料噴射量

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　排気バイパスバルブ制御

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　排気切替バルブ制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（１．６Ｌ　ＮＦＶ　ＢＯＳＣＨ　Ｍ７４４） 　アイドルレギュレーションステッピングモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（１．６Ｌ　ＮＦＶ　ＢＯＳＣＨ　Ｍ７４４） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（１．６Ｌ　ＮＦＶ　ＢＯＳＣＨ　Ｍ７４４） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（１．６Ｌ　ＮＦＶ　ＢＯＳＣＨ　Ｍ７４４） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（１．６Ｌ　ＮＦＶ　ＢＯＳＣＨ　Ｍ７４４） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（１．６Ｌ　ＮＦＶ　ＢＯＳＣＨ　Ｍ７４４） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（１．６Ｌ　ＮＦＶ　ＢＯＳＣＨ　Ｍ７４４） 　コイル１／４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（１．６Ｌ　ＮＦＶ　ＢＯＳＣＨ　Ｍ７４４） 　コイル２／３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（１．６Ｌ　ＮＦＶ　ＢＯＳＣＨ　Ｍ７４４） 　ファン高速
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（１．６Ｌ　ＮＦＶ　ＢＯＳＣＨ　Ｍ７４４） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（１．６Ｌ　ＮＦＶ　ＢＯＳＣＨ　Ｍ７４４） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（１．８Ｌ　６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００Ｐ） 　１／４イグニッションコイル制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（１．８Ｌ　６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００Ｐ） 　２／３イグニッションコイル制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（１．８Ｌ　６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００Ｐ） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（１．８Ｌ　６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００Ｐ） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（１．８Ｌ　６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００Ｐ） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（１．８Ｌ　６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００Ｐ） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（１．８Ｌ　６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００Ｐ） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（１．８Ｌ　６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００Ｐ） 　ステッピングモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（１．８Ｌ　６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００Ｐ） 　ファン（高速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（１．８Ｌ　６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００Ｐ） 　ファン（低速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（１．８Ｌ　６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００Ｐ） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＭ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ＥＧＲスロットルソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＭ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ＥＧＲバルブ（ソレノイドバルブ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＭ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　インテークヒーターソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＭ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　スワールスロットルソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＭ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ターボチャージャー圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＭ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ファンユニット高速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＭ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ファンユニット低速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＭ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＭ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　高圧ポンプ３番ピストン停止

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＭ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＭ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　燃料圧力レギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＳ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ＥＧＲソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＳ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ＥＧＲバタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＳ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　コンソメーター信号

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＳ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＳ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ディーゼル圧力レギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＳ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ピストン３高圧ポンプ動作停止

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＳ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ファンＡＳＳＹ高速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＳ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ファン低速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＳ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＳ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　プレヒーティング警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＳ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　診断警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＳ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＳ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　冷却水温警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＴ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ＥＧＲスロットルソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＴ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ＥＧＲバルブ（ソレノイドバルブ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＴ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　インテークヒーターソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＴ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　スワールスロットルソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＴ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ターボチャージャー圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＴ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ファンユニット高速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＴ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ファンユニット低速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＴ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＴ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　高圧ポンプ３番ピストン停止

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＴ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＴ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　燃料圧力レギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＷ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ＥＧＲスロットルソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＷ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ＥＧＲバルブ（ソレノイドバルブ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＷ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　インテークヒーターソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＷ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　スワールスロットルソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＷ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ターボチャージャー圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＷ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ファンユニット高速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＷ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ファンユニット低速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＷ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＷ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　高圧ポンプ３番ピストン停止

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＷ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＷ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　燃料圧力レギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ＥＧＲソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ＥＧＲバタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　コンソメーター信号

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ディーゼル圧力レギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ピストン３高圧ポンプ動作停止

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ファンＡＳＳＹ高速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ファン低速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　プレヒーティング警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　診断警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　冷却水温警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ＥＧＲソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ＥＧＲバタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　コンソメーター信号

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ディーゼル圧力レギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ピストン３高圧ポンプ動作停止

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ファンＡＳＳＹ高速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ファン低速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　プレヒーティング警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　診断警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　Ｌ　ＲＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　冷却水温警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　ＲＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ＥＧＲスロットルソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　ＲＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ＥＧＲバルブ（ソレノイドバルブ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　ＲＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　インテークヒーターソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　ＲＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　スワールスロットルソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　ＲＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ターボチャージャー圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　ＲＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ファンユニット高速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　ＲＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ファンユニット低速リレー
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　ＲＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　ＲＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　高圧ポンプ３番ピストン停止

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　ＲＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０　ＲＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　燃料圧力レギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０Ｌ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ＥＧＲソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０Ｌ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ＥＧＲバタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０Ｌ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　コンソメーター信号

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０Ｌ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０Ｌ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ディーゼル圧力レギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０Ｌ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ピストン３高圧ポンプ動作停止

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０Ｌ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ファンＡＳＳＹ高速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０Ｌ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ファン低速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０Ｌ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０Ｌ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　プレヒーティング警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０Ｌ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　診断警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０Ｌ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０Ｌ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　冷却水温警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０Ｌ　ＲＦＮ　ＭＭ４８Ｐ） 　１／４イグニッションコイル制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０Ｌ　ＲＦＮ　ＭＭ４８Ｐ） 　２／３イグニッションコイル制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０Ｌ　ＲＦＮ　ＭＭ４８Ｐ） 　アイドルレギュレーションステッピングモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０Ｌ　ＲＦＮ　ＭＭ４８Ｐ） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０Ｌ　ＲＦＮ　ＭＭ４８Ｐ） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０Ｌ　ＲＦＮ　ＭＭ４８Ｐ） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０Ｌ　ＲＦＮ　ＭＭ４８Ｐ） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０Ｌ　ＲＦＮ　ＭＭ４８Ｐ） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０Ｌ　ＲＦＮ　ＭＭ４８Ｐ） 　ファンＧＭＶ１（高速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０Ｌ　ＲＦＮ　ＭＭ４８Ｐ） 　ファンＧＭＶ２（低速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０Ｌ　ＲＦＮ　ＭＭ４８Ｐ） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０Ｌ　ＲＦＮ　ＭＭ４８Ｐ） 　フロントＯ２センサーヒーター制御機能

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０Ｌ　ＲＦＮ　ＭＭ４８Ｐ） 　リアＯ２センサーヒーター制御機能

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０Ｌ　ＲＦＮ　ＭＭ４８Ｐ） 　排気ガス再循環ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２　Ｌ　４ＨＷ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ＥＧＲスロットルソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２　Ｌ　４ＨＷ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ＥＧＲバルブ（ソレノイドバルブ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２　Ｌ　４ＨＷ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　インテークヒーターソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２　Ｌ　４ＨＷ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　スワールスロットルソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２　Ｌ　４ＨＷ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ターボチャージャー圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２　Ｌ　４ＨＷ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ファンユニット高速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２　Ｌ　４ＨＷ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ファンユニット低速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２　Ｌ　４ＨＷ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２　Ｌ　４ＨＷ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　高圧ポンプ３番ピストン停止

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２　Ｌ　４ＨＷ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２　Ｌ　４ＨＷ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　燃料圧力レギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２　Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ＥＧＲソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２　Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ＥＧＲバタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２　Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　コンソメーター信号

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２　Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２　Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ディーゼル圧力レギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２　Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ピストン３高圧ポンプ動作停止

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２　Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ファンＡＳＳＹ高速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２　Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ファン低速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２　Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２　Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　プレヒーティング警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２　Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　診断警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２　Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２　Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　冷却水温警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ＥＧＲ電制スロットル

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ガスインレットスワールコントロールソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ターボ圧力ソレノイドバルブ１＆２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ファンユニット

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　プレ／ポストヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　メインリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　電制ＥＧＲバルブ１＆２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　燃圧コントロールソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　燃料流量コントロールソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　補助ヒーター１＆２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（３．０Ｌ　ＸＦＸ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４６） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（３．０Ｌ　ＸＦＸ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４６） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（３．０Ｌ　ＸＦＸ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４６） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（３．０Ｌ　ＸＦＸ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４６） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（３．０Ｌ　ＸＦＸ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４６） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（３．０Ｌ　ＸＦＸ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４６） 　コイル１／４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（３．０Ｌ　ＸＦＸ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４６） 　コイル２／３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（３．０Ｌ　ＸＦＸ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４６） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（３．０Ｌ　ＸＦＸ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４６） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（３．０Ｌ　ＸＦＸ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４６） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（３．０Ｌ　ＸＦＸ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４６） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ＥＧＲバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　Ｏ２センサーヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ウェストゲートソレノイドバルブ（ターボ１）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　コンプレッサーソレノイドバルブ２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　コンプレッサーソレノイドバルブ２（ＶＴ２）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ターボソレノイドバルブ１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ターボソレノイドバルブ２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ターボソレノイドバルブ２（ＶＴ２）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ファン高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　フューエルポンプ流量制御ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　プレヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ミキサーバタフライ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　再循環ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　再循環ソレノイドバルブ（ベーパー再循環）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　電源リレー
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　燃圧コントロールソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　燃料添加剤ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　補助ヒーターリレー１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　補助ヒーターリレー２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＲ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ＥＧＲバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＲ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　Ｏ２センサーヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＲ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ウェストゲートソレノイドバルブ（ターボ１）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＲ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　コンプレッサーソレノイドバルブ２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＲ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　コンプレッサーソレノイドバルブ２（ＶＴ２）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＲ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ターボソレノイドバルブ１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＲ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ターボソレノイドバルブ２
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＥ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＦＡＮ　ＵＮＤＥＲ　ＢＯＮＮＥＴ（ＶＡＳＣ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＥ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＨＥＡＴＩＮＧ　ＲＥＬＡＹ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＥ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＡＮＩＳＴＥＲ　ＰＵＲＧＥ　ＥＬＥＣＴＲＯＶＡＬＶＥ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＥ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＥ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＥ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＥ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＥ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＯＬＡＮＴ　ＰＵＭＰ　ＡＣＴＵＡＴＯＲ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＥ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＨＩＧＨ　ＳＰＥＥＤ　ＦＡＮ　ＡＳＳＥＭＢＬＹ　ＯＲ　ＣＨＯＰＰＥＲ
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＥ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＥ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＥ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＥ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＥ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＬＯＷ　ＳＰＥＥＤ　ＦＡＮ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＥ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＭＯＴＯＲＩＳＥＤ　ＢＵＴＴＥＲＦＬＹ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＥ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＰＯＷＥＲ　ＲＥＬＡＹ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＥ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＨＥＲＭＯＳＴＡＴ　ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＤ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＥ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＵＲＢＩＮＥ　ＤＩＳＣＨＡＲＧＥ　ＥＬＥＣＴＲＯＶＡＬＶＥ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＥ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＵＲＢＯ　ＣＯＯＬＩＮＧ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ　ＷＡＴＥＲ　ＰＵＭＰ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＥ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＵＲＢＯ　ＰＲＥＳＳＵＲＥ　ＲＥＧＵＬＡＴＩＯＮ　ＳＯＬＥＮＯＩＤ　ＶＡＬＶＥ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＨ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　ウェストゲートＥＶ（ターボ圧力制御ソレノイドバルブ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＨ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　エンジンフード補助ファン（ＶＡＳＣ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＨ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＨ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＨ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＨ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＨ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＨ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＨ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　ターボ冷却電動冷却ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＨ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　ダンプバルブ（ターボ排出ソレノイドバルブ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＨ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＨ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　高速ファンＡＳＳＹまたはチョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＨ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＨ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＨ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　補助ヒーター再作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＨ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＭ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｒｕｎｎｉｎｇ　：　ＯＩＬ　ＰＵＭＰ　ＡＣＴＵＡＴＯＲ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＭ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＦＡＮ　ＵＮＤＥＲ　ＢＯＮＮＥＴ（ＶＡＳＣ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＭ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＨＥＡＴＩＮＧ　ＲＥＬＡＹ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＭ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＡＮＩＳＴＥＲ　ＰＵＲＧＥ　ＥＬＥＣＴＲＯＶＡＬＶＥ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＭ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＭ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＭ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＭ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＭ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＯＬＡＮＴ　ＰＵＭＰ　ＡＣＴＵＡＴＯＲ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＭ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＨＩＧＨ　ＳＰＥＥＤ　ＦＡＮ　ＡＳＳＥＭＢＬＹ　ＯＲ　ＣＨＯＰＰＥＲ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＭ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＭ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＭ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＭ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＭ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＬＯＷ　ＳＰＥＥＤ　ＦＡＮ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＭ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＭＯＴＯＲＩＳＥＤ　ＢＵＴＴＥＲＦＬＹ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＭ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＰＯＷＥＲ　ＲＥＬＡＹ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＭ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＨＥＲＭＯＳＴＡＴ　ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＤ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＭ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＵＲＢＩＮＥ　ＤＩＳＣＨＡＲＧＥ　ＥＬＥＣＴＲＯＶＡＬＶＥ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＭ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＵＲＢＯ　ＣＯＯＬＩＮＧ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ　ＷＡＴＥＲ　ＰＵＭＰ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＭ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＵＲＢＯ　ＰＲＥＳＳＵＲＥ　ＲＥＧＵＬＡＴＩＯＮ　ＳＯＬＥＮＯＩＤ　ＶＡＬＶＥ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＮ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｒｕｎｎｉｎｇ　：　ＯＩＬ　ＰＵＭＰ　ＡＣＴＵＡＴＯＲ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＮ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＦＡＮ　ＵＮＤＥＲ　ＢＯＮＮＥＴ（ＶＡＳＣ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＮ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＨＥＡＴＩＮＧ　ＲＥＬＡＹ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＮ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＡＮＩＳＴＥＲ　ＰＵＲＧＥ　ＥＬＥＣＴＲＯＶＡＬＶＥ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＮ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＮ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＮ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＮ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＮ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＯＬＡＮＴ　ＰＵＭＰ　ＡＣＴＵＡＴＯＲ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＮ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＨＩＧＨ　ＳＰＥＥＤ　ＦＡＮ　ＡＳＳＥＭＢＬＹ　ＯＲ　ＣＨＯＰＰＥＲ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＮ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＮ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＮ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＮ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＮ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＬＯＷ　ＳＰＥＥＤ　ＦＡＮ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＮ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＭＯＴＯＲＩＳＥＤ　ＢＵＴＴＥＲＦＬＹ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＮ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＰＯＷＥＲ　ＲＥＬＡＹ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＮ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＨＥＲＭＯＳＴＡＴ　ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＤ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＮ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＵＲＢＩＮＥ　ＤＩＳＣＨＡＲＧＥ　ＥＬＥＣＴＲＯＶＡＬＶＥ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＮ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＵＲＢＯ　ＣＯＯＬＩＮＧ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ　ＷＡＴＥＲ　ＰＵＭＰ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＮ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＵＲＢＯ　ＰＲＥＳＳＵＲＥ　ＲＥＧＵＬＡＴＩＯＮ　ＳＯＬＥＮＯＩＤ　ＶＡＬＶＥ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＲ　ＭＥＤ１７．４） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＲ　ＭＥＤ１７．４） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＲ　ＭＥＤ１７．４） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＲ　ＭＥＤ１７．４） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＲ　ＭＥＤ１７．４） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＲ　ＭＥＤ１７．４） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＲ　ＭＥＤ１７．４） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＲ　ＭＥＤ１７．４） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＲ　ＭＥＤ１７．４） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＲ　ＭＥＤ１７．４） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＲ　ＭＥＤ１７．４） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＲ　ＭＥＤ１７．４） 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＲ　ＭＥＤ１７．４） 　モーターリレー（バリアブルバルブリフト）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＲ　ＭＥＤ１７．４） 　高速ファンＡＳＳＹまたはチョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＲ　ＭＥＤ１７．４） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＲ　ＭＥＤ１７．４） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＲ　ＭＥＤ１７．４） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　キャニスターパージソレノイドバルブ
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　モーターリレー（バリアブルバルブリフト）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　高速ファンＡＳＳＹまたはチョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　補助ヒーター再作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　モーターリレー（バリアブルバルブリフト）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　高速ファンＡＳＳＹまたはチョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　補助ヒーター再作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　ウェストゲートＥＶ（ターボ圧力制御ソレノイドバルブ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　エンジンフード補助ファン（ＶＡＳＣ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　ターボ冷却電動冷却ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　ダンプバルブ（ターボ排出ソレノイドバルブ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　高速ファンＡＳＳＹまたはチョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　補助ヒーター再作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　モーターリレー（バリアブルバルブリフト）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　高速ファンＡＳＳＹまたはチョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　補助ヒーター再作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　ファン高速／チョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　モーターリレー（バリアブルバルブリフト）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＴ　ＭＥＤ１７．４） 　ウェストゲートＥＶ（ターボ圧力制御ソレノイドバルブ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＴ　ＭＥＤ１７．４） 　エンジンフード補助ファン（ＶＡＳＣ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＴ　ＭＥＤ１７．４） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＴ　ＭＥＤ１７．４） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＴ　ＭＥＤ１７．４） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＴ　ＭＥＤ１７．４） 　コイル３
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＴ　ＭＥＤ１７．４） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＴ　ＭＥＤ１７．４） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＴ　ＭＥＤ１７．４） 　ターボ冷却電動冷却ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＴ　ＭＥＤ１７．４） 　ダンプバルブ（ターボ排出ソレノイドバルブ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＴ　ＭＥＤ１７．４） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＴ　ＭＥＤ１７．４） 　高速ファンＡＳＳＹまたはチョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＴ　ＭＥＤ１７．４） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＴ　ＭＥＤ１７．４） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＴ　ＭＥＤ１７．４） 　補助ヒーター再作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＴ　ＭＥＤ１７．４） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｒｕｎｎｉｎｇ　：　ＯＩＬ　ＰＵＭＰ　ＡＣＴＵＡＴＯＲ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＦＡＮ　ＵＮＤＥＲ　ＢＯＮＮＥＴ（ＶＡＳＣ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＨＥＡＴＩＮＧ　ＲＥＬＡＹ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＡＮＩＳＴＥＲ　ＰＵＲＧＥ　ＥＬＥＣＴＲＯＶＡＬＶＥ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＯＬＡＮＴ　ＰＵＭＰ　ＡＣＴＵＡＴＯＲ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＨＩＧＨ　ＳＰＥＥＤ　ＦＡＮ　ＡＳＳＥＭＢＬＹ　ＯＲ　ＣＨＯＰＰＥＲ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＬＯＷ　ＳＰＥＥＤ　ＦＡＮ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＭＯＴＯＲＩＳＥＤ　ＢＵＴＴＥＲＦＬＹ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＰＯＷＥＲ　ＲＥＬＡＹ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＨＥＲＭＯＳＴＡＴ　ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＤ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＵＲＢＩＮＥ　ＤＩＳＣＨＡＲＧＥ　ＥＬＥＣＴＲＯＶＡＬＶＥ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＵＲＢＯ　ＣＯＯＬＩＮＧ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ　ＷＡＴＥＲ　ＰＵＭＰ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ５） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＵＲＢＯ　ＰＲＥＳＳＵＲＥ　ＲＥＧＵＬＡＴＩＯＮ　ＳＯＬＥＮＯＩＤ　ＶＡＬＶＥ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２） 　Ｅｎｇ　ｒｕｎｎｉｎｇ　：　ＯＩＬ　ＰＵＭＰ　ＡＣＴＵＡＴＯＲ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＦＡＮ　ＵＮＤＥＲ　ＢＯＮＮＥＴ（ＶＡＳＣ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＨＥＡＴＩＮＧ　ＲＥＬＡＹ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＡＮＩＳＴＥＲ　ＰＵＲＧＥ　ＥＬＥＣＴＲＯＶＡＬＶＥ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＯＬＡＮＴ　ＰＵＭＰ　ＡＣＴＵＡＴＯＲ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＨＩＧＨ　ＳＰＥＥＤ　ＦＡＮ　ＡＳＳＥＭＢＬＹ　ＯＲ　ＣＨＯＰＰＥＲ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＬＯＷ　ＳＰＥＥＤ　ＦＡＮ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＭＯＴＯＲＩＳＥＤ　ＢＵＴＴＥＲＦＬＹ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＰＯＷＥＲ　ＲＥＬＡＹ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＨＥＲＭＯＳＴＡＴ　ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＤ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＵＲＢＩＮＥ　ＤＩＳＣＨＡＲＧＥ　ＥＬＥＣＴＲＯＶＡＬＶＥ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＵＲＢＯ　ＣＯＯＬＩＮＧ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ　ＷＡＴＥＲ　ＰＵＭＰ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＵＲＢＯ　ＰＲＥＳＳＵＲＥ　ＲＥＧＵＬＡＴＩＯＮ　ＳＯＬＥＮＯＩＤ　ＶＡＬＶＥ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４） 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４） 　モーターリレー（バリアブルバルブリフト）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４） 　高速ファンＡＳＳＹまたはチョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　モーターリレー（バリアブルバルブリフト）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　高速ファンＡＳＳＹまたはチョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ１７．４） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ１７．４） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ１７．４） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ１７．４） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ１７．４） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ１７．４） 　コイル１
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ１７．４） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ１７．４） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ１７．４） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ１７．４） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ１７．４） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ１７．４） 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ１７．４） 　モーターリレー（バリアブルバルブリフト）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ１７．４） 　高速ファンＡＳＳＹまたはチョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ１７．４） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ１７．４） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ１７．４） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＸ　ＭＥＤ１７．４） 　ウェストゲートＥＶ（ターボ圧力制御ソレノイドバルブ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＸ　ＭＥＤ１７．４） 　エンジンフード補助ファン（ＶＡＳＣ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＸ　ＭＥＤ１７．４） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＸ　ＭＥＤ１７．４） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＸ　ＭＥＤ１７．４） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＸ　ＭＥＤ１７．４） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＸ　ＭＥＤ１７．４） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＸ　ＭＥＤ１７．４） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＸ　ＭＥＤ１７．４） 　ターボ冷却電動冷却ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＸ　ＭＥＤ１７．４） 　ダンプバルブ（ターボ排出ソレノイドバルブ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＸ　ＭＥＤ１７．４） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＸ　ＭＥＤ１７．４） 　高速ファンＡＳＳＹまたはチョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＸ　ＭＥＤ１７．４） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＸ　ＭＥＤ１７．４） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＸ　ＭＥＤ１７．４） 　補助ヒーター再作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＸ　ＭＥＤ１７．４） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＹ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　ＶＶＴソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＹ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＹ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＹ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＹ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＹ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　ウェストゲートＥＶ（ターボ圧力制御ソレノイドバルブ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＹ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　エンジンフード補助ファン（ＶＡＳＣ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＹ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＹ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＹ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＹ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＹ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＹ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＹ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　ターボ冷却電動冷却ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＹ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　ダンプバルブ（ターボ排出ソレノイドバルブ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＹ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＹ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＹ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＹ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　フロントセンサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＹ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　リアセンサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＹ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　高速ファンＡＳＳＹ（チョッパー）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＹ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　高速ファンＡＳＳＹまたはチョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＹ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＹ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＹ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　補助ヒーター再作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＹ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ１） 　１／４イグニッションコイル制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ１） 　２／３イグニッションコイル制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ１） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ１） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ１） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ１） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ１） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ１） 　ステッピングモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ１） 　ファン（高速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ１） 　ファン（低速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ１） 　ファンＧＭＶ１（高速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ１） 　ファンＧＭＶ２（低速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ１） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ１） 　排気ガス再循環ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　１／４イグニッションコイル制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　２／３イグニッションコイル制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　ＶＶＴソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　ステッピングモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　ファン（高速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　ファン（低速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　フロントセンサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　リアセンサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　高速ファンＡＳＳＹ（チョッパー）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　インジェクター４
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　モーターリレー（バリアブルバルブリフト）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　高速ファンＡＳＳＹまたはチョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　補助ヒーター再作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　モーターリレー（バリアブルバルブリフト）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　高速ファンＡＳＳＹまたはチョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　補助ヒーター再作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　ファン高速／チョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　モーターリレー（バリアブルバルブリフト）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＲ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＲ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＲ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＲ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＲ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＲ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＲ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＲ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＲ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＲ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＲ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＲ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＲ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＲ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　ファン高速／チョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＲ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　モーターリレー（バリアブルバルブリフト）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＲ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＲ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＲ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＲ　ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４） 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４） 　モーターリレー（バリアブルバルブリフト）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４） 　高速ファンＡＳＳＹまたはチョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４） 　補助ヒーター再作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　インジェクター２
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　モーターリレー（バリアブルバルブリフト）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　高速ファンＡＳＳＹまたはチョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　補助ヒーター再作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ１７．４） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ１７．４） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ１７．４） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ１７．４） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ１７．４） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ１７．４） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ１７．４） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ１７．４） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ１７．４） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ１７．４） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ１７．４） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ１７．４） 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ１７．４） 　モーターリレー（バリアブルバルブリフト）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ１７．４） 　高速ファンＡＳＳＹまたはチョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ１７．４） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ１７．４） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ１７．４） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ４ＴＤ） 　ディーゼル高圧ポンプ充填アクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ４ＴＤ） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ４ＴＤ） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ４ＴＤ） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ４ＴＤ） 　電動ＥＧＲバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ４ＴＤ） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＸ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０２） 　ＥＧＲソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＸ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０２） 　ＥＧＲバタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＸ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０２） 　ディーゼル圧力レギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＸ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０２） 　ファンＡＳＳＹ高速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＸ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０２） 　ファン低速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＸ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０２） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＸ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０２） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＸ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０２） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＸ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０４） 　ＥＧＲソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＸ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０４） 　ＥＧＲバタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＸ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０４） 　ディーゼル圧力レギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＸ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０４） 　ファンＡＳＳＹ高速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＸ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０４） 　ファン低速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＸ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０４） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＸ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０４） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＸ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０４） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＹ　ＤＥＬＰＨＩ　Ｃ６） 　ＥＧＲバルブ（ソレノイドバルブ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＹ　ＤＥＬＰＨＩ　Ｃ６） 　ターボチャージャー圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＹ　ＤＥＬＰＨＩ　Ｃ６） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＹ　ＤＥＬＰＨＩ　Ｃ６） 　プレヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＹ　ＤＥＬＰＨＩ　Ｃ６） 　高速クーリングファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＹ　ＤＥＬＰＨＩ　Ｃ６） 　低速クーリングファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＹ　ＤＥＬＰＨＩ　Ｃ６） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ４ＴＤ） 　ＥＧＲバタフライソレノイド

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ４ＴＤ） 　ディーゼル高圧ポンプ充填アクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ４ＴＤ） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ４ＴＤ） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ４ＴＤ） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ４ＴＤ） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ４ＴＤ） 　電動ＥＧＲバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ４ＴＤ） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０４） 　ＥＧＲソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０４） 　ＥＧＲバタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０４） 　ディーゼル圧力レギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０４） 　ファンＡＳＳＹ高速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０４） 　ファン低速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０４） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０４） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０４） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０６） 　ＥＧＲソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０６） 　ＥＧＲバタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０６） 　ＥＧＲバルブ（ソレノイドバルブ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０６） 　ディーゼル圧力レギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０６） 　ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０６） 　ファンＡＳＳＹ高速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０６） 　ファン低速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０６） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０６） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０６） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０６） 　燃料圧力レギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０６） 　補助ヒーター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０６） 　補助ヒーター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト



●シトロエン　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　Ｏ２センサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ＶＧターボテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エアミキサーテスト
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　バイパスバタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ファンＡＳＳＹ高速
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　添加剤ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　電動ＥＧＲバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　ＥＧＲバタフライソレノイド

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　エキゾーストヒートリカバリーバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　バイパスバタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　添加剤ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　電動ＥＧＲバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＣＶ６ＡＴＥＤ４） 　ディーゼル高圧ポンプ充填アクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＣＶ６ＡＴＥＤ４） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＣＶ６ＡＴＥＤ４） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＣＶ６ＡＴＥＤ４） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＣＶ６ＡＴＥＤ４） 　電動ＥＧＲバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＣＶ６ＡＴＥＤ４） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４－　９０ＣＶ） 　ＥＧＲバタフライソレノイド

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４－　９０ＣＶ） 　エキゾーストヒートリカバリーバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４－　９０ＣＶ） 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４－　９０ＣＶ） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４－　９０ＣＶ） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４－　９０ＣＶ） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４－　９０ＣＶ） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４－　９０ＣＶ） 　電動ＥＧＲバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４－　９０ＣＶ） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４） 　ＥＧＲバタフライソレノイド

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４） 　エキゾーストヒートリカバリーバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４） 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４） 　バイパスバタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４） 　添加剤ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４） 　電動ＥＧＲバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　ＥＧＲバタフライソレノイド

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　エキゾーストヒートリカバリーバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　電動ＥＧＲバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ＥＧＲソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ＥＧＲバタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　インテークヒータースロットル

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ディーゼル圧力レギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ファンＡＳＳＹ高速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ファン低速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ＥＧＲバタフライソレノイド

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ＥＧＲバルブ１テスト（パッセンジャーコンパートメント側）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ＥＧＲバルブ２テスト（バンパー付近）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ＥＧＲ透過性試験

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　Ｏ２センサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　アクティブロードテスト：アクティブサスペンション

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　エキゾーストヒートリカバリーバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　クーリングファン１＆２テスト（高速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　クーリングファン２テスト（低速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ターボ１テスト（パッセンジャーコンパートメント側）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ターボ２テスト（バンパー付近）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ディーゼル添加剤ポンプ（動作音点検）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　バイパスバタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　フューエルポンプ圧力制御ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　フューエルポンプ流量制御ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　プレヒータープラグテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　添加剤ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　電源リレーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　電動ＥＧＲバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　補助ヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　ＥＧＲバタフライソレノイド

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　エキゾーストヒートリカバリーバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　ターボ圧力ソレノイドバルブ
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　バイパスバタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　添加剤ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　電動ＥＧＲバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ＥＧＲバタフライソレノイド

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　エキゾーストヒートリカバリーバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　バイパスバタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　添加剤ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　電動ＥＧＲバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４－１１０ＣＶ） 　ＥＧＲバタフライソレノイド

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４－１１０ＣＶ） 　エキゾーストヒートリカバリーバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４－１１０ＣＶ） 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４－１１０ＣＶ） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４－１１０ＣＶ） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４－１１０ＣＶ） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４－１１０ＣＶ） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４－１１０ＣＶ） 　電動ＥＧＲバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４－１１０ＣＶ） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ＥＧＲソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ＥＧＲバタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　インテークヒータースロットル

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ディーゼル圧力レギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ファンＡＳＳＹ高速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ファン低速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　ＥＧＲバタフライソレノイド

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　エキゾーストヒートリカバリーバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　バイパスバタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　添加剤ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　電動ＥＧＲバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４） 　ＥＧＲバタフライソレノイド

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４） 　エキゾーストヒートリカバリーバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４） 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４） 　電動ＥＧＲバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ＥＧＲバタフライソレノイド

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　エキゾーストヒートリカバリーバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　バイパスバタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　添加剤ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　電動ＥＧＲバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＢＭＦプーマ（ＢＭＦ　ＨＤＩ　４Ｃ）） 　ＭＩＬ警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＢＭＦプーマ（ＢＭＦ　ＨＤＩ　４Ｃ）） 　インジェクター停止１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＢＭＦプーマ（ＢＭＦ　ＨＤＩ　４Ｃ）） 　インジェクター停止２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＢＭＦプーマ（ＢＭＦ　ＨＤＩ　４Ｃ）） 　インジェクター停止３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＢＭＦプーマ（ＢＭＦ　ＨＤＩ　４Ｃ）） 　インジェクター停止４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＢＭＦプーマ（ＢＭＦ　ＨＤＩ　４Ｃ）） 　エンジン温度警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＢＭＦプーマ（ＢＭＦ　ＨＤＩ　４Ｃ）） 　ファンＡＳＳＹ１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＢＭＦプーマ（ＢＭＦ　ＨＤＩ　４Ｃ）） 　ファンＡＳＳＹ２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＢＭＦプーマ（ＢＭＦ　ＨＤＩ　４Ｃ）） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＢＭＦプーマ（ＢＭＦ　ＨＤＩ　４Ｃ）） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＢＭＦプーマ（ＢＭＦ　ＨＤＩ　４Ｃ）） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＢＭＦプーマ（ＢＭＦ　ＨＤＩ　４Ｃ）） 　高圧系統圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＢＭＦプーマ（ＢＭＦ　ＨＤＩ　４Ｃ）） 　電動ＥＧＲバルブテスト（動作音点検）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＢＭＦプーマ（ＢＭＦ　ＨＤＩ　４Ｃ）） 　油圧警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　ＥＧＲクーリング系統バイパス作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　Ｏ２センサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　ＲＴＥバルブエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　エアミキサー作動
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　エア系統ＡＳＳＹバイパス作動（ターボ、流量計、リーク、．．．）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　ターボチャージャー可変抵抗作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　ディーゼル燃料高圧系統漏れ検出テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　パイロットエアインレットモジュールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　ベンチレーターモーターグループ（高速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　ベンチレーターモーターグループ（低速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　ＥＧＲクーリング系統バイパス作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　エアミキサー作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　ターボチャージャー可変抵抗作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　ディーゼル燃料高圧系統漏れ検出テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　全エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　ＥＧＲクーリング系統バイパス作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　Ｏ２センサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　ＲＴＥバルブエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　エアミキサー作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　ターボチャージャー可変抵抗作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　ディーゼル燃料高圧系統漏れ検出テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　パイロットエアインレットモジュールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　高速ファンまたは可変速度ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　全エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　ＥＧＲクーリング系統バイパス作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　Ｏ２センサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　ＲＴＥバルブエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　エアミキサー作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　ターボチャージャー可変抵抗作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　ディーゼル燃料高圧系統漏れ検出テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　パイロットエアインレットモジュールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　高速ファンまたは可変速度ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　全エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　ＥＧＲクーリング系統バイパス作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　Ｏ２センサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　ＲＴＥバルブエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　エアミキサー作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　ターボチャージャー可変抵抗作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　ディーゼル燃料高圧系統漏れ検出テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　パイロットエアインレットモジュールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　高速ファンまたは可変速度ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　全エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　ＥＧＲクーリング系統バイパス作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　Ｏ２センサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　エアミキサー作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　エア系統ＡＳＳＹ機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　ターボチャージャー可変抵抗作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　ディーゼル燃料高圧系統漏れ検出テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　パイロットエアインレットモジュールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　ヒーターマトリックスウォーターポンプテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムエア漏れ点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムリレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム加圧点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム効率点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　ＮＯｘセンサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト（ｄｅｌｐｈｉ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　ターボチャージャーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター１制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター２制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター３制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター４制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（エンジン駆動）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（スターター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　プレ／ポストヒーターユニットテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムエア漏れ点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムリレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム加圧点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム効率点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　ＮＯｘセンサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト（ｄｅｌｐｈｉ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　ターボチャージャーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター１制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター２制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター３制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター４制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（エンジン駆動）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（スターター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　プレ／ポストヒーターユニットテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムエア漏れ点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムリレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム加圧点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム効率点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　ＮＯｘセンサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト（ｄｅｌｐｈｉ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　ターボチャージャーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター１制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター２制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター３制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター４制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（エンジン駆動）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（スターター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　プレ／ポストヒーターユニットテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ＤＥＮＯＸシステムエア漏れ点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ＤＥＮＯＸシステムリレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ＤＥＮＯＸシステム加圧点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ＤＥＮＯＸシステム効率点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ＤＥＮＯＸシステム流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ＮＯｘセンサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　エンジン圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　エンジン圧縮テスト（ｄｅｌｐｈｉ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ターボチャージャーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ディーゼルインジェクター１制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ディーゼルインジェクター２制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ディーゼルインジェクター３制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ディーゼルインジェクター４制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（エンジン駆動）
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（スターター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　プレ／ポストヒーターユニットテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＳ－ＤＶ６ＴＥＤ４ＢＵ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ）） 　ＥＧＲバタフライソレノイド

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＳ－ＤＶ６ＴＥＤ４ＢＵ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ）） 　エキゾーストヒートリカバリーバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＳ－ＤＶ６ＴＥＤ４ＢＵ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ）） 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＳ－ＤＶ６ＴＥＤ４ＢＵ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ）） 　バイパスバタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＳ－ＤＶ６ＴＥＤ４ＢＵ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＳ－ＤＶ６ＴＥＤ４ＢＵ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＳ－ＤＶ６ＴＥＤ４ＢＵ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ）） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＳ－ＤＶ６ＴＥＤ４ＢＵ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ）） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＳ－ＤＶ６ＴＥＤ４ＢＵ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ）） 　添加剤ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＳ－ＤＶ６ＴＥＤ４ＢＵ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ）） 　電動ＥＧＲバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＳ－ＤＶ６ＴＥＤ４ＢＵ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ）） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＴ　ＤＶ６ＢＵＴＥＤ４　－　７５ＣＶ）） 　ＥＧＲバタフライソレノイド

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＴ　ＤＶ６ＢＵＴＥＤ４　－　７５ＣＶ）） 　エキゾーストヒートリカバリーバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＴ　ＤＶ６ＢＵＴＥＤ４　－　７５ＣＶ）） 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＴ　ＤＶ６ＢＵＴＥＤ４　－　７５ＣＶ）） 　バイパスバタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＴ　ＤＶ６ＢＵＴＥＤ４　－　７５ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＴ　ＤＶ６ＢＵＴＥＤ４　－　７５ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＴ　ＤＶ６ＢＵＴＥＤ４　－　７５ＣＶ）） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＴ　ＤＶ６ＢＵＴＥＤ４　－　７５ＣＶ）） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＴ　ＤＶ６ＢＵＴＥＤ４　－　７５ＣＶ）） 　添加剤ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＴ　ＤＶ６ＢＵＴＥＤ４　－　７５ＣＶ）） 　電動ＥＧＲバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＴ　ＤＶ６ＢＵＴＥＤ４　－　７５ＣＶ）） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　インジェクター戻り流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　ターボソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　プレヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　ミキサーバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　燃料添加剤追加ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　補助ヒーターリレー１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　漏れ検出

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＶ－ＤＶ６ＴＥＤ４Ｂ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ）） 　ＥＧＲバタフライソレノイド

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＶ－ＤＶ６ＴＥＤ４Ｂ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ）） 　エキゾーストヒートリカバリーバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＶ－ＤＶ６ＴＥＤ４Ｂ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ）） 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＶ－ＤＶ６ＴＥＤ４Ｂ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ）） 　バイパスバタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＶ－ＤＶ６ＴＥＤ４Ｂ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＶ－ＤＶ６ＴＥＤ４Ｂ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＶ－ＤＶ６ＴＥＤ４Ｂ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ）） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＶ－ＤＶ６ＴＥＤ４Ｂ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ）） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＶ－ＤＶ６ＴＥＤ４Ｂ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ）） 　添加剤ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＶ－ＤＶ６ＴＥＤ４Ｂ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ）） 　電動ＥＧＲバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＶ－ＤＶ６ＴＥＤ４Ｂ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ）） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＷ　ＤＶ６ＢＴＥＤ４　－　７５　ＣＶ）） 　ＥＧＲバタフライソレノイド

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＷ　ＤＶ６ＢＴＥＤ４　－　７５　ＣＶ）） 　エキゾーストヒートリカバリーバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＷ　ＤＶ６ＢＴＥＤ４　－　７５　ＣＶ）） 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＷ　ＤＶ６ＢＴＥＤ４　－　７５　ＣＶ）） 　バイパスバタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＷ　ＤＶ６ＢＴＥＤ４　－　７５　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＷ　ＤＶ６ＢＴＥＤ４　－　７５　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＷ　ＤＶ６ＢＴＥＤ４　－　７５　ＣＶ）） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＷ　ＤＶ６ＢＴＥＤ４　－　７５　ＣＶ）） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＷ　ＤＶ６ＢＴＥＤ４　－　７５　ＣＶ）） 　添加剤ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＷ　ＤＶ６ＢＴＥＤ４　－　７５　ＣＶ）） 　電動ＥＧＲバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＷ　ＤＶ６ＢＴＥＤ４　－　７５　ＣＶ）） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ　ＤＶ６ＡＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　ＥＧＲバタフライソレノイド

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ　ＤＶ６ＡＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　エキゾーストヒートリカバリーバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ　ＤＶ６ＡＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ　ＤＶ６ＡＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　バイパスバタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ　ＤＶ６ＡＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ　ＤＶ６ＡＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ　ＤＶ６ＡＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ　ＤＶ６ＡＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ　ＤＶ６ＡＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　添加剤ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ　ＤＶ６ＡＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　電動ＥＧＲバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ　ＤＶ６ＡＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ－ＤＶ６ＡＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　ＥＧＲバタフライソレノイド

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ－ＤＶ６ＡＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　エキゾーストヒートリカバリーバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ－ＤＶ６ＡＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　ターボ圧力ソレノイドバルブ
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ－ＤＶ６ＡＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　バイパスバタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ－ＤＶ６ＡＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ－ＤＶ６ＡＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ－ＤＶ６ＡＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ－ＤＶ６ＡＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ－ＤＶ６ＡＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　添加剤ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ－ＤＶ６ＡＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　電動ＥＧＲバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ－ＤＶ６ＡＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ－ＤＶ６ＡＴＥＤ４－９０ＣＶ）） 　ＥＧＲバタフライソレノイド

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ－ＤＶ６ＡＴＥＤ４－９０ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ－ＤＶ６ＡＴＥＤ４－９０ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ－ＤＶ６ＡＴＥＤ４－９０ＣＶ）） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ－ＤＶ６ＡＴＥＤ４－９０ＣＶ）） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ－ＤＶ６ＡＴＥＤ４－９０ＣＶ）） 　電動ＥＧＲバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ－ＤＶ６ＡＴＥＤ４－９０ＣＶ）） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＺ－ＤＶ６ＴＥＤ４　ＦＡＰ　－　１１０　ＣＶ）） 　ＥＧＲバタフライソレノイド

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＺ－ＤＶ６ＴＥＤ４　ＦＡＰ　－　１１０　ＣＶ）） 　エキゾーストヒートリカバリーバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＺ－ＤＶ６ＴＥＤ４　ＦＡＰ　－　１１０　ＣＶ）） 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＺ－ＤＶ６ＴＥＤ４　ＦＡＰ　－　１１０　ＣＶ）） 　バイパスバタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＺ－ＤＶ６ＴＥＤ４　ＦＡＰ　－　１１０　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＺ－ＤＶ６ＴＥＤ４　ＦＡＰ　－　１１０　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＺ－ＤＶ６ＴＥＤ４　ＦＡＰ　－　１１０　ＣＶ）） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＺ－ＤＶ６ＴＥＤ４　ＦＡＰ　－　１１０　ＣＶ）） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＺ－ＤＶ６ＴＥＤ４　ＦＡＰ　－　１１０　ＣＶ）） 　添加剤ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＺ－ＤＶ６ＴＥＤ４　ＦＡＰ　－　１１０　ＣＶ）） 　電動ＥＧＲバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＺ－ＤＶ６ＴＥＤ４　ＦＡＰ　－　１１０　ＣＶ）） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３４） 　ＥＧＲバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３４） 　エアコンリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３４） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３４） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３４） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３４） 　電動エアメーターバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３４） 　燃料圧力レギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３９　ＴＵＢ） 　ＭＩＬ警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３９　ＴＵＢ） 　インジェクター停止１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３９　ＴＵＢ） 　インジェクター停止２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３９　ＴＵＢ） 　インジェクター停止３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３９　ＴＵＢ） 　インジェクター停止４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３９　ＴＵＢ） 　エンジン温度警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３９　ＴＵＢ） 　ファンＡＳＳＹ１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３９　ＴＵＢ） 　ファンＡＳＳＹ２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３９　ＴＵＢ） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３９　ＴＵＢ） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３９　ＴＵＢ） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３９　ＴＵＢ） 　高圧系統圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３９　ＴＵＢ） 　電動ＥＧＲバルブテスト（動作音点検）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３９　ＴＵＢ） 　油圧警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムエア漏れ点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムリレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム加圧点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム効率点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ＮＯｘセンサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト（ｄｅｌｐｈｉ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ターボチャージャーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター１制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター２制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター３制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター４制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（エンジン駆動）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（スターター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ファンユニット高速／ファンユニット可変速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ファンユニット低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　プレ／ポストヒーターユニットテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー１）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー２）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー３）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー４）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（全気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　空気循環フロー点検
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　尿素水パイプヒーターテスト
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ＮＯｘセンサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト（ｄｅｌｐｈｉ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ターボチャージャーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター１制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター２制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター３制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター４制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（エンジン駆動）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（スターター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ファンユニット高速／ファンユニット可変速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ファンユニット低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　プレ／ポストヒーターユニットテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー１）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー２）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー３）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー４）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（全気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムエア漏れ点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムリレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム加圧点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム効率点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　ＮＯｘセンサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト（ｄｅｌｐｈｉ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　ターボチャージャーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター１制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター２制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター３制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター４制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（エンジン駆動）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（スターター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　ファンユニット高速／ファンユニット可変速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　ファンユニット低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　プレ／ポストヒーターユニットテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー１）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー２）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー３）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー４）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（全気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　尿素水インジェクターコントロールテスト
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システム名 項目名

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ＤＥＮＯＸシステムエア漏れ点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ＤＥＮＯＸシステムリレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ＤＥＮＯＸシステム加圧点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ＤＥＮＯＸシステム効率点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ＤＥＮＯＸシステム流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ＮＯｘセンサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　Ｏ２センサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　エア系統ＡＳＳＹ機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　エンジン圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　エンジン圧縮テスト（ｄｅｌｐｈｉ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ターボチャージャーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ディーゼルインジェクター１制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ディーゼルインジェクター２制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ディーゼルインジェクター３制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ディーゼルインジェクター４制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（エンジン駆動）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（スターター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ファンユニット高速／ファンユニット可変速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ファンユニット低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　プレ／ポストヒーターユニットテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー１）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー２）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー３）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー４）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（全気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムエア漏れ点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムリレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム加圧点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム効率点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ＮＯｘセンサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　Ｏ２センサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　エア系統ＡＳＳＹ機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト（ｄｅｌｐｈｉ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ターボチャージャーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター１制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター２制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター３制御テスト
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター４制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（エンジン駆動）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（スターター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ファンユニット高速／ファンユニット可変速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ファンユニット低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　プレ／ポストヒーターユニットテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー１）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー２）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー３）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー４）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（全気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　ＤＥＮＯＸシステムエア漏れ点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　ＤＥＮＯＸシステムリレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　ＤＥＮＯＸシステム加圧点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　ＤＥＮＯＸシステム効率点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　ＤＥＮＯＸシステム流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　ＮＯｘセンサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　Ｏ２センサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　エア系統ＡＳＳＹ機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　エンジン圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　エンジン圧縮テスト（ｄｅｌｐｈｉ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　ターボチャージャーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　ディーゼルインジェクター１制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　ディーゼルインジェクター２制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　ディーゼルインジェクター３制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　ディーゼルインジェクター４制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（エンジン駆動）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（スターター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　ファンユニット高速／ファンユニット可変速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　ファンユニット低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　プレ／ポストヒーターユニットテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー１）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー２）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー３）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー４）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　気筒燃焼クオリティーテスト（全気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　燃料流量レギュレーター制御テスト
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムエア漏れ点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムリレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム加圧点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム効率点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ＮＯｘセンサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　エア系統ＡＳＳＹ機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト（ｄｅｌｐｈｉ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ターボチャージャーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター１制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター２制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター３制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター４制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（エンジン駆動）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（スターター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ファンユニット高速／ファンユニット可変速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ファンユニット低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　プレ／ポストヒーターユニットテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー１）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー２）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー３）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー４）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（全気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムエア漏れ点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムリレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム加圧点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム効率点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ＮＯｘセンサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　エア系統ＡＳＳＹ機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト（ｄｅｌｐｈｉ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ターボチャージャーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター１制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター２制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター３制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター４制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（エンジン駆動）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（スターター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト



●シトロエン　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ファンユニット高速／ファンユニット可変速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ファンユニット低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　プレ／ポストヒーターユニットテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー１）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー２）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー３）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー４）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（全気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　エア系統ＡＳＳＹ機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　エンジン圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　ファンユニット高速／ファンユニット可変速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　ファンユニット低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー１）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー２）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー３）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー４）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（全気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　エア系統ＡＳＳＹ機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　エンジン圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　ファンユニット高速／ファンユニット可変速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　ファンユニット低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー１）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー２）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー３）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー４）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（全気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムエア漏れ点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムリレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム加圧点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム効率点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ＮＯｘセンサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト（ｄｅｌｐｈｉ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　エンジン電源供給リレー
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ターボチャージャーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター１制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター２制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター３制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター４制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（エンジン駆動）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（スターター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ファンユニット高速／ファンユニット可変速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ファンユニット低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　プレ／ポストヒーターユニットテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー１）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー２）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー３）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー４）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（全気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムエア漏れ点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムリレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム加圧点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム効率点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ＮＯｘセンサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト（ｄｅｌｐｈｉ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ターボチャージャーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター１制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター２制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター３制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター４制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（エンジン駆動）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（スターター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ファンユニット高速／ファンユニット可変速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ファンユニット低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　プレ／ポストヒーターユニットテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー１）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー２）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー３）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー４）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（全気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　電源リレー制御テスト
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムエア漏れ点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムリレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム加圧点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム効率点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ＮＯｘセンサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト（ｄｅｌｐｈｉ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ターボチャージャーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター１制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター２制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター３制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター４制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（エンジン駆動）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（スターター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ファンユニット高速／ファンユニット可変速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ファンユニット低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　プレ／ポストヒーターユニットテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー１）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー２）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー３）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー４）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（全気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムエア漏れ点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムリレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム加圧点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム効率点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　ＮＯｘセンサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　Ｏ２センサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　エア系統ＡＳＳＹ機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト（ｄｅｌｐｈｉ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　ターボチャージャーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター１制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター２制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター３制御テスト
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター４制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（エンジン駆動）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（スターター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　ファンユニット高速／ファンユニット可変速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　ファンユニット低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　プレ／ポストヒーターユニットテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー１）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー２）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー３）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー４）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（全気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムエア漏れ点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムリレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム加圧点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム効率点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　ＮＯｘセンサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト（ｄｅｌｐｈｉ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　ターボチャージャーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター１制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター２制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター３制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター４制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（エンジン駆動）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（スターター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　ファンユニット高速／ファンユニット可変速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　ファンユニット低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　プレ／ポストヒーターユニットテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー１）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー２）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー３）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー４）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（全気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　９０　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムエア漏れ点検
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　９０　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムリレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　９０　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム加圧点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　９０　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム効率点検
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ターボチャージャーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター１制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター２制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター３制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター４制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（エンジン駆動）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（スターター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ファンユニット高速／ファンユニット可変速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ファンユニット低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　プレ／ポストヒーターユニットテスト
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー１）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー２）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー３）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー４）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（全気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムエア漏れ点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムリレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム加圧点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム効率点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　ＮＯｘセンサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト（ｄｅｌｐｈｉ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　ターボチャージャーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター１制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター２制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター３制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター４制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（エンジン駆動）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（スターター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　ファンユニット高速／ファンユニット可変速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　ファンユニット低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　プレ／ポストヒーターユニットテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー１）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー２）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー３）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー４）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（全気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムエア漏れ点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムリレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム加圧点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム効率点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　ＮＯｘセンサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　エアミキサーテスト
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト（ｄｅｌｐｈｉ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　ターボチャージャーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター１制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター２制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター３制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター４制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（エンジン駆動）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（スターター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　ファンユニット高速／ファンユニット可変速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　ファンユニット低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　プレ／ポストヒーターユニットテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー１）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー２）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー３）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー４）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（全気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムエア漏れ点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムリレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム加圧点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム効率点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　ＮＯｘセンサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト（ｄｅｌｐｈｉ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　ターボチャージャーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター１制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター２制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター３制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター４制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（エンジン駆動）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（スターター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　ファンユニット高速／ファンユニット可変速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　ファンユニット低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　プレ／ポストヒーターユニットテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー１）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー２）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー３）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー４）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（全気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　空気循環フロー点検
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　電動アキュムレーター放圧テスト
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ＮＯｘセンサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　Ｏ２センサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　エア系統ＡＳＳＹ機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　エンジン圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　エンジン圧縮テスト（ｄｅｌｐｈｉ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ターボチャージャーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ディーゼルインジェクター１制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ディーゼルインジェクター２制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ディーゼルインジェクター３制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ディーゼルインジェクター４制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（エンジン駆動）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（スターター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ファンユニット高速／ファンユニット可変速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ファンユニット低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　プレ／ポストヒーターユニットテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー１）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー２）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー３）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー４）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（全気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムエア漏れ点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムリレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム加圧点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム効率点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　ＮＯｘセンサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　Ｏ２センサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　エア系統ＡＳＳＹ機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト（ｄｅｌｐｈｉ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　ターボチャージャーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター１制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター２制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター３制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター４制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（エンジン駆動）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（スターター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　ファンユニット高速／ファンユニット可変速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　ファンユニット低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　プレ／ポストヒーターユニットテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー１）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー２）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー３）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー４）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（全気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　電源リレー制御テスト
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムエア漏れ点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムリレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム加圧点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム効率点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　ＮＯｘセンサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　Ｏ２センサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　エア系統ＡＳＳＹ機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト（ｄｅｌｐｈｉ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　ターボチャージャーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター１制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター２制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター３制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター４制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（エンジン駆動）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（スターター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　ファンユニット高速／ファンユニット可変速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　ファンユニット低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　プレ／ポストヒーターユニットテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー１）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー２）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー３）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー４）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（全気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムエア漏れ点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステムリレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム加圧点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム効率点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ＮＯｘセンサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　Ｏ２センサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　エア系統ＡＳＳＹ機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト（ｄｅｌｐｈｉ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ターボチャージャーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター１制御テスト



●シトロエン　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター２制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター３制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター４制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（エンジン駆動）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（スターター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ファンユニット高速／ファンユニット可変速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ファンユニット低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　プレ／ポストヒーターユニットテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー１）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー２）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー３）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー４）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（全気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　Ｏ２センサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　エア系統ＡＳＳＹ機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　エンジン圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　ファンユニット高速／ファンユニット可変速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　ファンユニット低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー１）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー２）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー３）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー４）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（全気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　ＤＥＮＯＸシステムエア漏れ点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　ＤＥＮＯＸシステムリレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　ＤＥＮＯＸシステム加圧点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　ＤＥＮＯＸシステム効率点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　ＤＥＮＯＸシステム流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　ＮＯｘセンサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　エンジン圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　エンジン圧縮テスト（ｄｅｌｐｈｉ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　ターボチャージャーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　ディーゼルインジェクター１制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　ディーゼルインジェクター２制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　ディーゼルインジェクター３制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　ディーゼルインジェクター４制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（エンジン駆動）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（スターター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　プレ／ポストヒーターユニットテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　ＤＥＮＯＸシステムエア漏れ点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　ＤＥＮＯＸシステムリレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　ＤＥＮＯＸシステム加圧点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　ＤＥＮＯＸシステム効率点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　ＤＥＮＯＸシステム流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　ＮＯｘセンサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　エンジン圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　エンジン圧縮テスト（ｄｅｌｐｈｉ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　ターボチャージャーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　ディーゼルインジェクター１制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　ディーゼルインジェクター２制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　ディーゼルインジェクター３制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　ディーゼルインジェクター４制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（エンジン駆動）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（スターター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　プレ／ポストヒーターユニットテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　ＤＥＮＯＸシステムエア漏れ点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　ＤＥＮＯＸシステムリレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　ＤＥＮＯＸシステム加圧点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　ＤＥＮＯＸシステム効率点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　ＤＥＮＯＸシステム流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　ＮＯｘセンサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　エンジン圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　エンジン圧縮テスト（ｄｅｌｐｈｉ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　ターボチャージャーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　ディーゼルインジェクター１制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　ディーゼルインジェクター２制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　ディーゼルインジェクター３制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　ディーゼルインジェクター４制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（エンジン駆動）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（スターター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　プレ／ポストヒーターユニットテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　尿素水インジェクターコントロールテスト
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　ＤＥＮＯＸシステムエア漏れ点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　ＤＥＮＯＸシステムリレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　ＤＥＮＯＸシステム加圧点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　ＤＥＮＯＸシステム効率点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　ＤＥＮＯＸシステム流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　ＮＯｘセンサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　エンジン圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　エンジン圧縮テスト（ｄｅｌｐｈｉ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　ターボチャージャーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　ディーゼルインジェクター１制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　ディーゼルインジェクター２制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　ディーゼルインジェクター３制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　ディーゼルインジェクター４制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（エンジン駆動）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（スターター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　プレ／ポストヒーターユニットテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　ＤＥＮＯＸシステムエア漏れ点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　ＤＥＮＯＸシステムリレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　ＤＥＮＯＸシステム加圧点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　ＤＥＮＯＸシステム効率点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　ＤＥＮＯＸシステム流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　ＮＯｘセンサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　エンジン圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　エンジン圧縮テスト（ｄｅｌｐｈｉ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　ターボチャージャーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　ディーゼルインジェクター１制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　ディーゼルインジェクター２制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　ディーゼルインジェクター３制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　ディーゼルインジェクター４制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（エンジン駆動）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（スターター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　プレ／ポストヒーターユニットテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ＤＥＮＯＸシステムエア漏れ点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ＤＥＮＯＸシステムリレー制御テスト
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ＤＥＮＯＸシステム加圧点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ＤＥＮＯＸシステム効率点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ＤＥＮＯＸシステム流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ＮＯｘセンサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　エンジン圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　エンジン圧縮テスト（ｄｅｌｐｈｉ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ターボチャージャーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ディーゼルインジェクター１制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ディーゼルインジェクター２制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ディーゼルインジェクター３制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ディーゼルインジェクター４制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（エンジン駆動）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（スターター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　プレ／ポストヒーターユニットテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ１１　Ｘ８Ｚ） 　ＥＧＲバルブ１テスト（パッセンジャーコンパートメント側）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ１１　Ｘ８Ｚ） 　ＥＧＲバルブ２テスト（バンパー付近）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ１１　Ｘ８Ｚ） 　ＥＧＲ透過性試験

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ１１　Ｘ８Ｚ） 　Ｏ２センサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ１１　Ｘ８Ｚ） 　アクティブロードテスト：アクティブサスペンション

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ１１　Ｘ８Ｚ） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ１１　Ｘ８Ｚ） 　クーリングファン１＆２テスト（高速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ１１　Ｘ８Ｚ） 　クーリングファン２テスト（低速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ１１　Ｘ８Ｚ） 　ターボ１テスト（パッセンジャーコンパートメント側）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ１１　Ｘ８Ｚ） 　ターボ２テスト（バンパー付近）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ１１　Ｘ８Ｚ） 　ディーゼル添加剤ポンプ（動作音点検）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ１１　Ｘ８Ｚ） 　フューエルポンプ圧力制御ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ１１　Ｘ８Ｚ） 　フューエルポンプ流量制御ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ１１　Ｘ８Ｚ） 　プレヒータープラグテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ１１　Ｘ８Ｚ） 　ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ１１　Ｘ８Ｚ） 　電源リレーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ１１　Ｘ８Ｚ） 　補助ヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ４２） 　ＥＧＲバルブ１テスト（パッセンジャーコンパートメント側）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ４２） 　ＥＧＲバルブ２テスト（バンパー付近）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ４２） 　ＥＧＲ透過性試験

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ４２） 　Ｏ２センサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ４２） 　アクティブロードテスト：アクティブサスペンション

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ４２） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ４２） 　クーリングファン１＆２テスト（高速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ４２） 　クーリングファン２テスト（低速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ４２） 　ターボ１テスト（パッセンジャーコンパートメント側）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ４２） 　ターボ２テスト（バンパー付近）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ４２） 　ディーゼル添加剤ポンプ（動作音点検）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ４２） 　フューエルポンプ圧力制御ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ４２） 　フューエルポンプ流量制御ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ４２） 　プレヒータープラグテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ４２） 　ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ４２） 　電源リレーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ４２） 　補助ヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２　ＳＯＦＩＭ　ユーロ５） 　ＭＩＬ警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２　ＳＯＦＩＭ　ユーロ５） 　インジェクター停止１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２　ＳＯＦＩＭ　ユーロ５） 　インジェクター停止２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２　ＳＯＦＩＭ　ユーロ５） 　インジェクター停止３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２　ＳＯＦＩＭ　ユーロ５） 　インジェクター停止４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２　ＳＯＦＩＭ　ユーロ５） 　エンジン温度警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２　ＳＯＦＩＭ　ユーロ５） 　ファンＡＳＳＹ１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２　ＳＯＦＩＭ　ユーロ５） 　ファンＡＳＳＹ２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２　ＳＯＦＩＭ　ユーロ５） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２　ＳＯＦＩＭ　ユーロ５） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２　ＳＯＦＩＭ　ユーロ５） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２　ＳＯＦＩＭ　ユーロ５） 　高圧系統圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２　ＳＯＦＩＭ　ユーロ５） 　電動ＥＧＲバルブテスト（動作音点検）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２　ＳＯＦＩＭ　ユーロ５） 　油圧警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２＿ＵＤＳ　３．０　ＨＤＩ　１８０ＣＶ　Ｅ５） 　ＥＧＲバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２＿ＵＤＳ　３．０　ＨＤＩ　１８０ＣＶ　Ｅ５） 　エアコンコンプレッサー制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２＿ＵＤＳ　３．０　ＨＤＩ　１８０ＣＶ　Ｅ５） 　エアメーターバルブ
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２＿ＵＤＳ　３．０　ＨＤＩ　１８０ＣＶ　Ｅ５） 　エンジン水温警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２＿ＵＤＳ　３．０　ＨＤＩ　１８０ＣＶ　Ｅ５） 　クランクケースガス再ブリーズ用ヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２＿ＵＤＳ　３．０　ＨＤＩ　１８０ＣＶ　Ｅ５） 　クルーズコントロールインジケーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２＿ＵＤＳ　３．０　ＨＤＩ　１８０ＣＶ　Ｅ５） 　ターボチャージャーソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２＿ＵＤＳ　３．０　ＨＤＩ　１８０ＣＶ　Ｅ５） 　ディーゼル内水検出警告

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２＿ＵＤＳ　３．０　ＨＤＩ　１８０ＣＶ　Ｅ５） 　ファンユニット１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２＿ＵＤＳ　３．０　ＨＤＩ　１８０ＣＶ　Ｅ５） 　ファンユニット２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２＿ＵＤＳ　３．０　ＨＤＩ　１８０ＣＶ　Ｅ５） 　ファンユニット３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２＿ＵＤＳ　３．０　ＨＤＩ　１８０ＣＶ　Ｅ５） 　ブースターポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２＿ＵＤＳ　３．０　ＨＤＩ　１８０ＣＶ　Ｅ５） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２＿ＵＤＳ　３．０　ＨＤＩ　１８０ＣＶ　Ｅ５） 　プリヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２＿ＵＤＳ　３．０　ＨＤＩ　１８０ＣＶ　Ｅ５） 　プレヒーターグロープラグ警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２＿ＵＤＳ　３．０　ＨＤＩ　１８０ＣＶ　Ｅ５） 　圧力レギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２＿ＵＤＳ　３．０　ＨＤＩ　１８０ＣＶ　Ｅ５） 　油圧ＬＥＤ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２＿ＵＤＳ　３．０　ＨＤＩ　１８０ＣＶ　Ｅ５） 　粒子排出フィルター警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　Ｏ２センサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　ＶＧターボテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　エア系統ＡＳＳＹ機能（ＷＡＬＴ）点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　高速ファンまたは可変速度ファン
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ）） 　高速ファンまたは可変速度ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ）） 　補助ヒーター（電子ヒーター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　Ｏ２センサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　ＶＧターボテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　エア系統ＡＳＳＹ機能（ＷＡＬＴ）点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　高速ファンまたは可変速度ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　添加剤ポンプ電子ヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　補助ヒーター（電子ヒーター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　Ｏ２センサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　ＶＧターボテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　エア系統ＡＳＳＹ機能（ＷＡＬＴ）点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　高速ファンまたは可変速度ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　添加剤ポンプ電子ヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　補助ヒーター（電子ヒーター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　Ｏ２センサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　ＶＧターボテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　エア系統ＡＳＳＹ機能（ＷＡＬＴ）点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　高速ファンまたは可変速度ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　添加剤ポンプ電子ヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　補助ヒーター（電子ヒーター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　Ｏ２センサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　ＶＧターボテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　インジェクター２
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　エア系統ＡＳＳＹ機能（ＷＡＬＴ）点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　高速ファンまたは可変速度ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　添加剤ポンプ電子ヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　補助ヒーター（電子ヒーター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ） 　ＥＧＲバルブテスト
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　高速ファンまたは可変速度ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　添加剤ポンプ電子ヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　補助ヒーター（電子ヒーター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　Ｏ２センサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ＶＧターボテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エア系統ＡＳＳＹ機能（ＷＡＬＴ）点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　高速ファンまたは可変速度ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　添加剤ポンプ電子ヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　補助ヒーター（電子ヒーター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＦＸ　ＭＭ４．８Ｐ） 　１／４イグニッションコイル制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＦＸ　ＭＭ４．８Ｐ） 　２／３イグニッションコイル制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＦＸ　ＭＭ４．８Ｐ） 　アイドルレギュレーションステッピングモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＦＸ　ＭＭ４．８Ｐ） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＦＸ　ＭＭ４．８Ｐ） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＦＸ　ＭＭ４．８Ｐ） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＦＸ　ＭＭ４．８Ｐ） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＦＸ　ＭＭ４．８Ｐ） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＦＸ　ＭＭ４．８Ｐ） 　ファンＧＭＶ１（高速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＦＸ　ＭＭ４．８Ｐ） 　ファンＧＭＶ２（低速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＦＸ　ＭＭ４．８Ｐ） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＦＸ　ＭＭ４．８Ｐ） 　フロントＯ２センサーヒーター制御機能

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＦＸ　ＭＭ４．８Ｐ） 　リアＯ２センサーヒーター制御機能

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＦＸ　ＭＭ４．８Ｐ） 　排気ガス再循環ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＦＸ　ＭＭ４８Ｐ） 　１／４イグニッションコイル制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＦＸ　ＭＭ４８Ｐ） 　２／３イグニッションコイル制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＦＸ　ＭＭ４８Ｐ） 　アイドルレギュレーションステッピングモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＦＸ　ＭＭ４８Ｐ） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＦＸ　ＭＭ４８Ｐ） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＦＸ　ＭＭ４８Ｐ） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＦＸ　ＭＭ４８Ｐ） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＦＸ　ＭＭ４８Ｐ） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＦＸ　ＭＭ４８Ｐ） 　ファンＧＭＶ１（高速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＦＸ　ＭＭ４８Ｐ） 　ファンＧＭＶ２（低速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＦＸ　ＭＭ４８Ｐ） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＦＸ　ＭＭ４８Ｐ） 　フロントＯ２センサーヒーター制御機能

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＦＸ　ＭＭ４８Ｐ） 　リアＯ２センサーヒーター制御機能

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＦＸ　ＭＭ４８Ｐ） 　排気ガス再循環ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　イグニッションコイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　イグニッションコイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　イグニッションコイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　オイルベーパー再循環系統ヒーター２コントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　スロットルモーターユニット

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　ターボ圧力レギュレーションソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　ターボ冷却電動ウォーターポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　フューエルサプライ系統解放

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　フロントＯ２センサー空燃比テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　吸気可変カムシャフト駆動テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　低圧フューエルポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　燃料高圧ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　排気可変カムシャフト駆動テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　流量ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｊ３４Ｐ（Ｊ３４Ｐ　ＫＦＶ）） 　ＶＶＴソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｊ３４Ｐ（Ｊ３４Ｐ　ＫＦＶ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｊ３４Ｐ（Ｊ３４Ｐ　ＫＦＶ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｊ３４Ｐ（Ｊ３４Ｐ　ＫＦＶ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｊ３４Ｐ（Ｊ３４Ｐ　ＫＦＶ）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｊ３４Ｐ（Ｊ３４Ｐ　ＫＦＶ）） 　キャニスターパージソレノイドバルブ
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システム名 項目名

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｊ３４Ｐ（Ｊ３４Ｐ　ＫＦＶ）） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｊ３４Ｐ（Ｊ３４Ｐ　ＫＦＶ）） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｊ３４Ｐ（Ｊ３４Ｐ　ＫＦＶ）） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｊ３４Ｐ（Ｊ３４Ｐ　ＫＦＶ）） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｊ３４Ｐ（Ｊ３４Ｐ　ＫＦＶ）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｊ３４Ｐ（Ｊ３４Ｐ　ＫＦＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｊ３４Ｐ（Ｊ３４Ｐ　ＫＦＶ）） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｊ３４Ｐ（Ｊ３４Ｐ　ＫＦＶ）） 　フロントセンサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｊ３４Ｐ（Ｊ３４Ｐ　ＫＦＶ）） 　リアセンサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｊ３４Ｐ（Ｊ３４Ｐ　ＫＦＶ）） 　高速ファンＡＳＳＹ（チョッパー）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｊ３４Ｐ（Ｊ３４Ｐ　ＫＦＷ）） 　ＶＶＴソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｊ３４Ｐ（Ｊ３４Ｐ　ＫＦＷ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｊ３４Ｐ（Ｊ３４Ｐ　ＫＦＷ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｊ３４Ｐ（Ｊ３４Ｐ　ＫＦＷ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｊ３４Ｐ（Ｊ３４Ｐ　ＫＦＷ）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｊ３４Ｐ（Ｊ３４Ｐ　ＫＦＷ）） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｊ３４Ｐ（Ｊ３４Ｐ　ＫＦＷ）） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｊ３４Ｐ（Ｊ３４Ｐ　ＫＦＷ）） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｊ３４Ｐ（Ｊ３４Ｐ　ＫＦＷ）） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｊ３４Ｐ（Ｊ３４Ｐ　ＫＦＷ）） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｊ３４Ｐ（Ｊ３４Ｐ　ＫＦＷ）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｊ３４Ｐ（Ｊ３４Ｐ　ＫＦＷ）） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｊ３４Ｐ（Ｊ３４Ｐ　ＫＦＷ）） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｊ３４Ｐ（Ｊ３４Ｐ　ＫＦＷ）） 　フロントセンサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｊ３４Ｐ（Ｊ３４Ｐ　ＫＦＷ）） 　リアセンサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｊ３４Ｐ（Ｊ３４Ｐ　ＫＦＷ）） 　高速ファンＡＳＳＹ（チョッパー）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＵ　ＭＭ６ＬＰ） 　ＶＶＴソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＵ　ＭＭ６ＬＰ） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＵ　ＭＭ６ＬＰ） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＵ　ＭＭ６ＬＰ） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＵ　ＭＭ６ＬＰ） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＵ　ＭＭ６ＬＰ） 　エアポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＵ　ＭＭ６ＬＰ） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＵ　ＭＭ６ＬＰ） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＵ　ＭＭ６ＬＰ） 　コイル１／４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＵ　ＭＭ６ＬＰ） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＵ　ＭＭ６ＬＰ） 　コイル２／３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＵ　ＭＭ６ＬＰ） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＵ　ＭＭ６ＬＰ） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＵ　ＭＭ６ＬＰ） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＵ　ＭＭ６ＬＰ） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＵ　ＭＭ６ＬＰ） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＵ　ＭＭ６ＬＰ） 　フロントセンサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＵ　ＭＭ６ＬＰ） 　リアセンサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＵ　ＭＭ６ＬＰ） 　高速ファンＡＳＳＹ（チョッパー）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４４） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４４） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４４） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４４） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４４） 　エアポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４４） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４４） 　コイル１／４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４４） 　コイル２／３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４４） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４４） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４４） 　高速ファンＡＳＳＹまたはチョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　コイル１／４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　コイル２／３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　高速ファンＡＳＳＹ（チョッパー）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ１） 　１／４イグニッションコイル制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ１） 　２／３イグニッションコイル制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ１） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ１） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ１） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ１） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ１） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ１） 　ステッピングモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ１） 　ファン（高速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ１） 　ファン（低速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ１） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　１／４イグニッションコイル制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　２／３イグニッションコイル制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　ＶＶＴソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　ステッピングモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　バタフライモーター
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　ファン（高速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　ファン（低速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　フロントセンサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　リアセンサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　高速ファンＡＳＳＹ（チョッパー）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＷ　Ｊ３４Ｐ） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＷ　Ｊ３４Ｐ） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＷ　Ｊ３４Ｐ） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＷ　Ｊ３４Ｐ） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＷ　Ｊ３４Ｐ） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＷ　Ｊ３４Ｐ） 　シリンダー１／４コイル

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＷ　Ｊ３４Ｐ） 　シリンダー２／３コイル

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＷ　Ｊ３４Ｐ） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＷ　Ｊ３４Ｐ） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＷ　Ｊ３４Ｐ） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＷ　Ｊ３４Ｐ） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＷ　Ｊ３４Ｐ） 　フロントＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＷ　Ｊ３４Ｐ） 　リアＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＷ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　１／４イグニッションコイル制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＷ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　２／３イグニッションコイル制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＷ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＷ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＷ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＷ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＷ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＷ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　ステッピングモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＷ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　ファン（高速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＷ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　ファン（低速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＷ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　Ｎ６Ａ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　Ｎ６Ａ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　Ｎ６Ａ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　Ｎ６Ａ）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　Ｎ６Ａ）） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　Ｎ６Ａ）） 　コイル１／４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　Ｎ６Ａ）） 　コイル２／３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　Ｎ６Ａ）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　Ｎ６Ａ）） 　ファン高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　Ｎ６Ａ）） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　Ｎ６Ａ）） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　Ｎ６Ｂ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　Ｎ６Ｂ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　Ｎ６Ｂ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　Ｎ６Ｂ）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　Ｎ６Ｂ）） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　Ｎ６Ｂ）） 　コイル１／４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　Ｎ６Ｂ）） 　コイル２／３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　Ｎ６Ｂ）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　Ｎ６Ｂ）） 　ファン高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　Ｎ６Ｂ）） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　Ｎ６Ｂ）） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　ＮＦＲ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　ＮＦＲ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　ＮＦＲ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　ＮＦＲ）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　ＮＦＲ）） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　ＮＦＲ）） 　コイル１／４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　ＮＦＲ）） 　コイル２／３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　ＮＦＲ）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　ＮＦＲ）） 　ファン高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　ＮＦＲ）） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　ＮＦＲ）） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　ＮＦＵ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　ＮＦＵ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　ＮＦＵ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　ＮＦＵ）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　ＮＦＵ）） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　ＮＦＵ）） 　コイル１／４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　ＮＦＵ）） 　コイル２／３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　ＮＦＵ）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　ＮＦＵ）） 　ファン高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　ＮＦＵ）） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　ＮＦＵ）） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ａ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ａ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ａ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ａ）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ａ）） 　エンジンフード下アディショナルファン（ＶＡＳＣ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ａ）） 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ａ）） 　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ａ）） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ａ）） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ａ）） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ａ）） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ａ）） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ａ）） 　ターボ圧力レギュレーションソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ａ）） 　ターボ冷却電動ウォーターポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ａ）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ａ）） 　ファン高速／チョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ａ）） 　フロントＯ２センサーヒーター
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ａ）） 　リアＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ａ）） 　吸気可変カムシャフト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ａ）） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ａ）） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ａ）） 　排気可変カムシャフト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ａ）） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ａ）） 　流量ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ａ）） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ｂ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ｂ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ｂ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ｂ）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ｂ）） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ｂ）） 　コイル１／４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ｂ）） 　コイル２／３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ｂ）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ｂ）） 　ファン高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ｂ）） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ｂ）） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　ＮＦＵ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　ＮＦＵ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　ＮＦＵ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　ＮＦＵ）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　ＮＦＵ）） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　ＮＦＵ）） 　コイル１／４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　ＮＦＵ）） 　コイル２／３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　ＮＦＵ）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　ＮＦＵ）） 　ファン高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　ＮＦＵ）） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　ＮＦＵ）） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９＿ＥＣ５（ＭＥ７４９＿ＥＣ５　ＮＦＮ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９＿ＥＣ５（ＭＥ７４９＿ＥＣ５　ＮＦＮ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９＿ＥＣ５（ＭＥ７４９＿ＥＣ５　ＮＦＮ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９＿ＥＣ５（ＭＥ７４９＿ＥＣ５　ＮＦＮ）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９＿ＥＣ５（ＭＥ７４９＿ＥＣ５　ＮＦＮ）） 　カムシャフトディフェーザーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９＿ＥＣ５（ＭＥ７４９＿ＥＣ５　ＮＦＮ）） 　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９＿ＥＣ５（ＭＥ７４９＿ＥＣ５　ＮＦＮ）） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９＿ＥＣ５（ＭＥ７４９＿ＥＣ５　ＮＦＮ）） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９＿ＥＣ５（ＭＥ７４９＿ＥＣ５　ＮＦＮ）） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９＿ＥＣ５（ＭＥ７４９＿ＥＣ５　ＮＦＮ）） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９＿ＥＣ５（ＭＥ７４９＿ＥＣ５　ＮＦＮ）） 　バキュームポンプリレー駆動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９＿ＥＣ５（ＭＥ７４９＿ＥＣ５　ＮＦＮ）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９＿ＥＣ５（ＭＥ７４９＿ＥＣ５　ＮＦＮ）） 　ファン高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９＿ＥＣ５（ＭＥ７４９＿ＥＣ５　ＮＦＮ）） 　フロントＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９＿ＥＣ５（ＭＥ７４９＿ＥＣ５　ＮＦＮ）） 　リアＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９＿ＥＣ５（ＭＥ７４９＿ＥＣ５　ＮＦＮ）） 　低速ファン
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．２（５ＦＶ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＵＲＢＯ　ＣＯＯＬＩＮＧ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ　ＷＡＴＥＲ　ＰＵＭＰ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．２（５ＦＶ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＵＲＢＯ　ＰＲＥＳＳＵＲＥ　ＲＥＧＵＬＡＴＩＯＮ　ＳＯＬＥＮＯＩＤ　ＶＡＬＶＥ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　イグニッションコイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　イグニッションコイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　イグニッションコイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　イグニッションコイル４
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　カムシャフトディフェーザーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　スロットルモーターユニット

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　ターボ圧力レギュレーションソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　ターボ冷却電動ウォーターポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　フューエルサプライ系統解放

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　フロントＯ２センサー空燃比テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　低圧フューエルポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　流量ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　イグニッションコイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　イグニッションコイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　イグニッションコイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　イグニッションコイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　カムシャフトディフェーザーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　スロットルモーターユニット

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　ターボ圧力レギュレーションソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　ターボ冷却電動ウォーターポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　フューエルサプライ系統解放

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　フロントＯ２センサー空燃比テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　低圧フューエルポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　流量ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＥ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｒｕｎｎｉｎｇ　：　ＯＩＬ　ＰＵＭＰ　ＡＣＴＵＡＴＯＲ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＥ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＦＡＮ　ＵＮＤＥＲ　ＢＯＮＮＥＴ（ＶＡＳＣ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＥ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＨＥＡＴＩＮＧ　ＲＥＬＡＹ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＥ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＡＮＩＳＴＥＲ　ＰＵＲＧＥ　ＥＬＥＣＴＲＯＶＡＬＶＥ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＥ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＥ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＥ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＥ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＥ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＯＬＡＮＴ　ＰＵＭＰ　ＡＣＴＵＡＴＯＲ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＥ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＨＩＧＨ　ＳＰＥＥＤ　ＦＡＮ　ＡＳＳＥＭＢＬＹ　ＯＲ　ＣＨＯＰＰＥＲ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＥ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＥ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＥ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＥ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＥ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＬＯＷ　ＳＰＥＥＤ　ＦＡＮ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＥ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＭＯＴＯＲＩＳＥＤ　ＢＵＴＴＥＲＦＬＹ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＥ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＰＯＷＥＲ　ＲＥＬＡＹ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＥ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＨＥＲＭＯＳＴＡＴ　ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＤ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＥ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＵＲＢＩＮＥ　ＤＩＳＣＨＡＲＧＥ　ＥＬＥＣＴＲＯＶＡＬＶＥ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＥ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＵＲＢＯ　ＣＯＯＬＩＮＧ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ　ＷＡＴＥＲ　ＰＵＭＰ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＥ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＵＲＢＯ　ＰＲＥＳＳＵＲＥ　ＲＥＧＵＬＡＴＩＯＮ　ＳＯＬＥＮＯＩＤ　ＶＡＬＶＥ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＭ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｒｕｎｎｉｎｇ　：　ＯＩＬ　ＰＵＭＰ　ＡＣＴＵＡＴＯＲ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＭ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＦＡＮ　ＵＮＤＥＲ　ＢＯＮＮＥＴ（ＶＡＳＣ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＭ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＨＥＡＴＩＮＧ　ＲＥＬＡＹ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＭ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＡＮＩＳＴＥＲ　ＰＵＲＧＥ　ＥＬＥＣＴＲＯＶＡＬＶＥ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＭ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＭ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＭ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＭ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＭ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＯＬＡＮＴ　ＰＵＭＰ　ＡＣＴＵＡＴＯＲ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＭ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＨＩＧＨ　ＳＰＥＥＤ　ＦＡＮ　ＡＳＳＥＭＢＬＹ　ＯＲ　ＣＨＯＰＰＥＲ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＭ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＭ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＭ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＭ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＭ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＬＯＷ　ＳＰＥＥＤ　ＦＡＮ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＭ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＭＯＴＯＲＩＳＥＤ　ＢＵＴＴＥＲＦＬＹ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＭ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＰＯＷＥＲ　ＲＥＬＡＹ
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＮ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＦＡＮ　ＵＮＤＥＲ　ＢＯＮＮＥＴ（ＶＡＳＣ）
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＶ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｒｕｎｎｉｎｇ　：　ＯＩＬ　ＰＵＭＰ　ＡＣＴＵＡＴＯＲ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＶ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＦＡＮ　ＵＮＤＥＲ　ＢＯＮＮＥＴ（ＶＡＳＣ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＶ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＨＥＡＴＩＮＧ　ＲＥＬＡＹ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＶ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＡＮＩＳＴＥＲ　ＰＵＲＧＥ　ＥＬＥＣＴＲＯＶＡＬＶＥ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＶ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　１
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＶ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＯＬＡＮＴ　ＰＵＭＰ　ＡＣＴＵＡＴＯＲ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＶ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＨＩＧＨ　ＳＰＥＥＤ　ＦＡＮ　ＡＳＳＥＭＢＬＹ　ＯＲ　ＣＨＯＰＰＥＲ
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２　ユーロ５）） 　Ｅｎｇ　ｒｕｎｎｉｎｇ　：　ＯＩＬ　ＰＵＭＰ　ＡＣＴＵＡＴＯＲ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２　ユーロ５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＦＡＮ　ＵＮＤＥＲ　ＢＯＮＮＥＴ（ＶＡＳＣ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２　ユーロ５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＨＥＡＴＩＮＧ　ＲＥＬＡＹ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２　ユーロ５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＡＮＩＳＴＥＲ　ＰＵＲＧＥ　ＥＬＥＣＴＲＯＶＡＬＶＥ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２　ユーロ５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２　ユーロ５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２　ユーロ５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２　ユーロ５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２　ユーロ５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＯＬＡＮＴ　ＰＵＭＰ　ＡＣＴＵＡＴＯＲ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２　ユーロ５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＨＩＧＨ　ＳＰＥＥＤ　ＦＡＮ　ＡＳＳＥＭＢＬＹ　ＯＲ　ＣＨＯＰＰＥＲ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２　ユーロ５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２　ユーロ５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２　ユーロ５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２　ユーロ５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２　ユーロ５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＬＯＷ　ＳＰＥＥＤ　ＦＡＮ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２　ユーロ５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＭＯＴＯＲＩＳＥＤ　ＢＵＴＴＥＲＦＬＹ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２　ユーロ５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＰＯＷＥＲ　ＲＥＬＡＹ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２　ユーロ５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＨＥＲＭＯＳＴＡＴ　ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＤ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２　ユーロ５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＵＲＢＩＮＥ　ＤＩＳＣＨＡＲＧＥ　ＥＬＥＣＴＲＯＶＡＬＶＥ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２　ユーロ５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＵＲＢＯ　ＣＯＯＬＩＮＧ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ　ＷＡＴＥＲ　ＰＵＭＰ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＶ　ＭＥＤ１７＿４＿２　ユーロ５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＵＲＢＯ　ＰＲＥＳＳＵＲＥ　ＲＥＧＵＬＡＴＩＯＮ　ＳＯＬＥＮＯＩＤ　ＶＡＬＶＥ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（ＭＥＤ１７．４．２　ＥＵＲＯ　５）） 　Ｅｎｇ　ｒｕｎｎｉｎｇ　：　ＯＩＬ　ＰＵＭＰ　ＡＣＴＵＡＴＯＲ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（ＭＥＤ１７．４．２　ＥＵＲＯ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＦＡＮ　ＵＮＤＥＲ　ＢＯＮＮＥＴ（ＶＡＳＣ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（ＭＥＤ１７．４．２　ＥＵＲＯ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＨＥＡＴＩＮＧ　ＲＥＬＡＹ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（ＭＥＤ１７．４．２　ＥＵＲＯ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＡＮＩＳＴＥＲ　ＰＵＲＧＥ　ＥＬＥＣＴＲＯＶＡＬＶＥ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（ＭＥＤ１７．４．２　ＥＵＲＯ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（ＭＥＤ１７．４．２　ＥＵＲＯ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（ＭＥＤ１７．４．２　ＥＵＲＯ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（ＭＥＤ１７．４．２　ＥＵＲＯ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（ＭＥＤ１７．４．２　ＥＵＲＯ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＯＬＡＮＴ　ＰＵＭＰ　ＡＣＴＵＡＴＯＲ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（ＭＥＤ１７．４．２　ＥＵＲＯ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＨＩＧＨ　ＳＰＥＥＤ　ＦＡＮ　ＡＳＳＥＭＢＬＹ　ＯＲ　ＣＨＯＰＰＥＲ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（ＭＥＤ１７．４．２　ＥＵＲＯ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（ＭＥＤ１７．４．２　ＥＵＲＯ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（ＭＥＤ１７．４．２　ＥＵＲＯ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（ＭＥＤ１７．４．２　ＥＵＲＯ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（ＭＥＤ１７．４．２　ＥＵＲＯ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＬＯＷ　ＳＰＥＥＤ　ＦＡＮ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（ＭＥＤ１７．４．２　ＥＵＲＯ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＭＯＴＯＲＩＳＥＤ　ＢＵＴＴＥＲＦＬＹ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（ＭＥＤ１７．４．２　ＥＵＲＯ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＰＯＷＥＲ　ＲＥＬＡＹ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（ＭＥＤ１７．４．２　ＥＵＲＯ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＨＥＲＭＯＳＴＡＴ　ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＤ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（ＭＥＤ１７．４．２　ＥＵＲＯ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＵＲＢＩＮＥ　ＤＩＳＣＨＡＲＧＥ　ＥＬＥＣＴＲＯＶＡＬＶＥ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（ＭＥＤ１７．４．２　ＥＵＲＯ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＵＲＢＯ　ＣＯＯＬＩＮＧ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ　ＷＡＴＥＲ　ＰＵＭＰ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（ＭＥＤ１７．４．２　ＥＵＲＯ　５）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＵＲＢＯ　ＰＲＥＳＳＵＲＥ　ＲＥＧＵＬＡＴＩＯＮ　ＳＯＬＥＮＯＩＤ　ＶＡＬＶＥ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　イグニッションコイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　イグニッションコイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　イグニッションコイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　イグニッションコイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　オイルベーパー再循環系統ヒーター２コントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　カムシャフトディフェーザーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　スロットルモーターユニット

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　ターボ圧力レギュレーションソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　ターボ冷却電動ウォーターポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　フューエルサプライ系統解放

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　フロントＯ２センサー空燃比テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　低圧フューエルポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　流量ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４＿ＥＰ８） 　イグニッションコイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４＿ＥＰ８） 　イグニッションコイル２
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＭ）） 　ダンプバルブ（ターボ排出ソレノイドバルブ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＭ）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＭ）） 　バリアブルバルブリフト手順
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システム名 項目名

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＭ）） 　モーターリレー（バリアブルバルブリフト）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＭ）） 　高速ファンＡＳＳＹまたはチョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＭ）） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＭ）） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＭ）） 　補助ヒーター再作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＭ）） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ） 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ） 　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ） 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ） 　ファン高速／チョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ） 　モーターリレー（バリアブルバルブリフト）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ） 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ） 　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ） 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ） 　ファン高速／チョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ） 　モーターリレー（バリアブルバルブリフト）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ） 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ） 　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ） 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ） 　ファン高速／チョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ） 　モーターリレー（バリアブルバルブリフト）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ＥＵＲＯ５　５ＦＫ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ＥＵＲＯ５　５ＦＫ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ＥＵＲＯ５　５ＦＫ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ＥＵＲＯ５　５ＦＫ）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ＥＵＲＯ５　５ＦＫ）） 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ＥＵＲＯ５　５ＦＫ）） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ＥＵＲＯ５　５ＦＫ）） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ＥＵＲＯ５　５ＦＫ）） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ＥＵＲＯ５　５ＦＫ）） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ＥＵＲＯ５　５ＦＫ）） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ＥＵＲＯ５　５ＦＫ）） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ＥＵＲＯ５　５ＦＫ）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ＥＵＲＯ５　５ＦＫ）） 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ＥＵＲＯ５　５ＦＫ）） 　モーターリレー（バリアブルバルブリフト）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ＥＵＲＯ５　５ＦＫ）） 　高速ファンＡＳＳＹまたはチョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ＥＵＲＯ５　５ＦＫ）） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ＥＵＲＯ５　５ＦＫ）） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ＥＵＲＯ５　５ＦＫ）） 　補助ヒーター再作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ＥＵＲＯ５　５ＦＫ）） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ）） 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ）） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ）） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ）） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ）） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ）） 　コイル４
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システム名 項目名

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ）） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ）） 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ）） 　モーターリレー（バリアブルバルブリフト）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ）） 　高速ファンＡＳＳＹまたはチョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ）） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ）） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ）） 　補助ヒーター再作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ）） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ）） 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ）） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ）） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ）） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ）） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ）） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ）） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ）） 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ）） 　モーターリレー（バリアブルバルブリフト）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ）） 　高速ファンＡＳＳＹまたはチョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ）） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ）） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ）） 　補助ヒーター再作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ）） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ）） 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ）） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ）） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ）） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ）） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ）） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ）） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ）） 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ）） 　モーターリレー（バリアブルバルブリフト）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ）） 　高速ファンＡＳＳＹまたはチョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ）） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ）） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ）） 　補助ヒーター再作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ）） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　モーターリレー（バリアブルバルブリフト）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　高速ファンＡＳＳＹまたはチョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　補助ヒーター再作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　モーターリレー（バリアブルバルブリフト）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　高速ファンＡＳＳＹまたはチョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　補助ヒーター再作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ　５）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ　５）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ　５）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ　５）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ　５）） 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ　５）） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ　５）） 　コイル１



●シトロエン　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ　５）） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ　５）） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ　５）） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ　５）） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ　５）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ　５）） 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ　５）） 　モーターリレー（バリアブルバルブリフト）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ　５）） 　高速ファンＡＳＳＹまたはチョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ　５）） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ　５）） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ　５）） 　補助ヒーター再作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ　５）） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　モーターリレー（バリアブルバルブリフト）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　高速ファンＡＳＳＹまたはチョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　補助ヒーター再作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＭ６ＫＰ　Ｂｉｏ　Ｆｌｅｘ） 　ＶＶＴソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＭ６ＫＰ　Ｂｉｏ　Ｆｌｅｘ） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＭ６ＫＰ　Ｂｉｏ　Ｆｌｅｘ） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＭ６ＫＰ　Ｂｉｏ　Ｆｌｅｘ） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＭ６ＫＰ　Ｂｉｏ　Ｆｌｅｘ） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＭ６ＫＰ　Ｂｉｏ　Ｆｌｅｘ） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＭ６ＫＰ　Ｂｉｏ　Ｆｌｅｘ） 　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＭ６ＫＰ　Ｂｉｏ　Ｆｌｅｘ） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＭ６ＫＰ　Ｂｉｏ　Ｆｌｅｘ） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＭ６ＫＰ　Ｂｉｏ　Ｆｌｅｘ） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＭ６ＫＰ　Ｂｉｏ　Ｆｌｅｘ） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＭ６ＫＰ　Ｂｉｏ　Ｆｌｅｘ） 　コールドスタートポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＭ６ＫＰ　Ｂｉｏ　Ｆｌｅｘ） 　ソレノイドバルブコールドスタート

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＭ６ＫＰ　Ｂｉｏ　Ｆｌｅｘ） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＭ６ＫＰ　Ｂｉｏ　Ｆｌｅｘ） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＭ６ＫＰ　Ｂｉｏ　Ｆｌｅｘ） 　ファン高速／チョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＭ６ＫＰ　Ｂｉｏ　Ｆｌｅｘ） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＭ６ＫＰ　Ｂｉｏ　Ｆｌｅｘ） 　フロントＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＭ６ＫＰ　Ｂｉｏ　Ｆｌｅｘ） 　フロントセンサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＭ６ＫＰ　Ｂｉｏ　Ｆｌｅｘ） 　リアＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＭ６ＫＰ　Ｂｉｏ　Ｆｌｅｘ） 　リアセンサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＭ６ＫＰ　Ｂｉｏ　Ｆｌｅｘ） 　可変タイミングソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＭ６ＫＰ　Ｂｉｏ　Ｆｌｅｘ） 　高速ファンＡＳＳＹ（チョッパー）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＭ６ＫＰ　Ｂｉｏ　Ｆｌｅｘ） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｎ６Ａ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４４） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｎ６Ａ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４４） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｎ６Ａ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４４） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｎ６Ａ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４４） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｎ６Ａ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４４） 　エアポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｎ６Ａ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４４） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｎ６Ａ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４４） 　コイル１／４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｎ６Ａ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４４） 　コイル２／３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｎ６Ａ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４４） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｎ６Ａ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４４） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｎ６Ａ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４４） 　高速ファンＡＳＳＹまたはチョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｎ６Ａ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４５） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｎ６Ａ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４５） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｎ６Ａ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４５） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｎ６Ａ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４５） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｎ６Ａ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４５） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｎ６Ａ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４５） 　コイル１／４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｎ６Ａ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４５） 　コイル２／３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｎ６Ａ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４５） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｎ６Ａ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４５） 　ファン高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｎ６Ａ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４５） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｎ６Ａ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４５） 　高速ファンＡＳＳＹ（チョッパー）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｎ６Ａ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４５） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｎ６Ａ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｎ６Ａ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　インジェクター２
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７．４．４） 　コイル１／４
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４５） 　ファン高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４５） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４５） 　高速ファンＡＳＳＹ（チョッパー）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４５） 　高速ファンＡＳＳＹまたはチョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４５） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　コイル１／４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　コイル２／３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　ファン高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　高速ファンＡＳＳＹ（チョッパー）



●シトロエン　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　ＶＶＴソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　ウェストゲートＥＶ（ターボ圧力制御ソレノイドバルブ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　エンジンフード補助ファン（ＶＡＳＣ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　コールドスタートポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　ソレノイドバルブコールドスタート

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　ターボ冷却電動冷却ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　ダンプバルブ（ターボ排出ソレノイドバルブ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　ファン高速／チョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　フロントＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　フロントセンサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　リアＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　リアセンサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　可変タイミングソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　高速ファンＡＳＳＹ（チョッパー）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　高速ファンＡＳＳＹまたはチョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　補助ヒーター再作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＫ　ＭＭ６ＬＰ） 　ＶＶＴソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＫ　ＭＭ６ＬＰ） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＫ　ＭＭ６ＬＰ） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＫ　ＭＭ６ＬＰ） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＫ　ＭＭ６ＬＰ） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＫ　ＭＭ６ＬＰ） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＫ　ＭＭ６ＬＰ） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＫ　ＭＭ６ＬＰ） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＫ　ＭＭ６ＬＰ） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＫ　ＭＭ６ＬＰ） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＫ　ＭＭ６ＬＰ） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＫ　ＭＭ６ＬＰ） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＫ　ＭＭ６ＬＰ） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＫ　ＭＭ６ＬＰ） 　フロントセンサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＫ　ＭＭ６ＬＰ） 　リアセンサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＫ　ＭＭ６ＬＰ） 　高速ファンＡＳＳＹ（チョッパー）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＮ　ＭＭ６ＬＰ） 　ＥＧＲソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＮ　ＭＭ６ＬＰ） 　ＶＶＴソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＮ　ＭＭ６ＬＰ） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＮ　ＭＭ６ＬＰ） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＮ　ＭＭ６ＬＰ） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＮ　ＭＭ６ＬＰ） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＮ　ＭＭ６ＬＰ） 　エアポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＮ　ＭＭ６ＬＰ） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＮ　ＭＭ６ＬＰ） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＮ　ＭＭ６ＬＰ） 　コイル１／４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＮ　ＭＭ６ＬＰ） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＮ　ＭＭ６ＬＰ） 　コイル２／３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＮ　ＭＭ６ＬＰ） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＮ　ＭＭ６ＬＰ） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＮ　ＭＭ６ＬＰ） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＮ　ＭＭ６ＬＰ） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＮ　ＭＭ６ＬＰ） 　ファン高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＮ　ＭＭ６ＬＰ） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＮ　ＭＭ６ＬＰ） 　フロントＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＮ　ＭＭ６ＬＰ） 　フロントセンサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＮ　ＭＭ６ＬＰ） 　リアＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＮ　ＭＭ６ＬＰ） 　リアセンサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＮ　ＭＭ６ＬＰ） 　高速ファンＡＳＳＹ（チョッパー）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＮ　ＭＭ６ＬＰ） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＤ　ＤＣＭ３．５） 　ＥＧＲクーリング系統バイパス作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＤ　ＤＣＭ３．５） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＤ　ＤＣＭ３．５） 　Ｏ２センサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＤ　ＤＣＭ３．５） 　ＲＴＥバルブエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＤ　ＤＣＭ３．５） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＤ　ＤＣＭ３．５） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＤ　ＤＣＭ３．５） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＤ　ＤＣＭ３．５） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＤ　ＤＣＭ３．５） 　エアミキサー作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＤ　ＤＣＭ３．５） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＤ　ＤＣＭ３．５） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＤ　ＤＣＭ３．５） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＤ　ＤＣＭ３．５） 　ターボチャージャー可変抵抗作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＤ　ＤＣＭ３．５） 　ターボ冷却系統バイパス作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＤ　ＤＣＭ３．５） 　ディーゼル燃料高圧系統漏れ検出テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＤ　ＤＣＭ３．５） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＤ　ＤＣＭ３．５） 　ベンチレーターモーターグループ（高速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＤ　ＤＣＭ３．５） 　ベンチレーターモーターグループ（低速）



●シトロエン　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＤ　ＤＣＭ３．５） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＤ　ＤＣＭ３．５） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＤ　ＤＣＭ３．５） 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＤ　ＤＣＭ３．５） 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　インジェクター戻り流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　ターボソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　プレヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　ミキサーバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　燃料添加剤追加ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　補助ヒーターリレー１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　漏れ検出

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　インジェクター戻り流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ターボソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　プレヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ミキサーバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　燃料添加剤追加ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　補助ヒーターリレー１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　漏れ検出

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ　３．５） 　ＥＧＲ電制スロットル

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ　３．５） 　ガスインレットスワールコントロールソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ　３．５） 　ターボ圧力ソレノイドバルブ１＆２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ　３．５） 　ファンユニット

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ　３．５） 　プレ／ポストヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ　３．５） 　メインリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ　３．５） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ　３．５） 　電制ＥＧＲバルブ１＆２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ　３．５） 　燃圧コントロールソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ　３．５） 　燃料流量コントロールソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ　３．５） 　補助ヒーター１＆２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ３．５） 　ＥＧＲクーリング系統バイパス作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ３．５） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ３．５） 　Ｏ２センサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ３．５） 　ＲＴＥバルブエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ３．５） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ３．５） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ３．５） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ３．５） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ３．５） 　エアミキサー作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ３．５） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ３．５） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ３．５） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ３．５） 　ターボチャージャー可変抵抗作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ３．５） 　ターボ冷却系統バイパス作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ３．５） 　ディーゼル燃料高圧系統漏れ検出テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ３．５） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ３．５） 　ベンチレーターモーターグループ（高速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ３．５） 　ベンチレーターモーターグループ（低速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ３．５） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ３．５） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ３．５） 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ３．５） 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ＥＧＲスロットルソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ＥＧＲバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　インテークヒータースロットルソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ターボチャージャー圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ファンユニット高速／ファンユニット可変速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ファンユニット低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　添加剤ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　燃料圧力レギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　補助ヒーター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　冷却系統ガス抜きソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　冷却系統バイパスソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ＥＧＲスロットルソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ＥＧＲバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　インテークヒータースロットルソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ターボチャージャー圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ファンユニット高速／ファンユニット可変速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ファンユニット低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　添加剤ポンプ



●シトロエン　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　燃料圧力レギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　補助ヒーター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　冷却系統ガス抜きソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　冷却系統バイパスソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　インジェクター戻り流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　ターボソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　プレヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　ミキサーバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　燃料添加剤追加ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　補助ヒーターリレー１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　漏れ検出

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３） 　ＥＧＲソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３） 　ＥＧＲバタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３） 　ディーゼル圧力レギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３） 　ファンＡＳＳＹ高速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３） 　ファン低速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ＥＧＲスロットルソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ＥＧＲバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　インテークヒータースロットルソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ターボチャージャー圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ファンユニット高速／ファンユニット可変速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ファンユニット低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　添加剤ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　燃料圧力レギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　補助ヒーター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　冷却系統ガス抜きソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　冷却系統バイパスソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　インジェクター戻り流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　ターボソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　プレヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　ミキサーバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　燃料添加剤追加ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　補助ヒーターリレー１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　漏れ検出

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　インジェクター戻り流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ターボソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　プレヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ミキサーバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　燃料添加剤追加ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　補助ヒーターリレー１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　漏れ検出

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３） 　ＥＧＲソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３） 　ＥＧＲバタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３） 　ディーゼル圧力レギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３） 　ファンＡＳＳＹ高速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３） 　ファン低速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ＥＧＲスロットルソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ＥＧＲバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　インテークヒータースロットルソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ターボチャージャー圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ファンユニット高速／ファンユニット可変速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ファンユニット低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　添加剤ポンプ
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　燃料圧力レギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　補助ヒーター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　冷却系統ガス抜きソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　冷却系統バイパスソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ＥＧＲソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ＥＧＲバタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　コンソメーター信号

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ディーゼル圧力レギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ピストン３高圧ポンプ動作停止

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ファンＡＳＳＹ高速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ファン低速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　プレヒーティング警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　診断警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　冷却水温警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＹ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ　８０１） 　ＥＧＲソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＹ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ　８０１） 　ＥＧＲバタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＹ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ　８０１） 　ディーゼル圧力レギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＹ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ　８０１） 　ファンＡＳＳＹ高速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＹ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ　８０１） 　ファン低速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＹ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ　８０１） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＹ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ　８０１） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＹ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ　８０１） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＹ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０１） 　ＥＧＲソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＹ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０１） 　ＥＧＲバタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＹ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０１） 　ディーゼル圧力レギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＹ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０１） 　ファンＡＳＳＹ高速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＹ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０１） 　ファン低速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＹ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０１） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＹ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０１） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＹ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０１） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０１　ＵＨＺ） 　ＥＧＲ電制スロットル

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０１　ＵＨＺ） 　ガスインレットスワールコントロールソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０１　ＵＨＺ） 　ターボ圧力ソレノイドバルブ１＆２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０１　ＵＨＺ） 　ファンユニット

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０１　ＵＨＺ） 　プレ／ポストヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０１　ＵＨＺ） 　メインリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０１　ＵＨＺ） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０１　ＵＨＺ） 　電制ＥＧＲバルブ１＆２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０１　ＵＨＺ） 　燃圧コントロールソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０１　ＵＨＺ） 　燃料流量コントロールソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０１　ＵＨＺ） 　補助ヒーター１＆２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　Ｏ２センサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　ＶＧターボチャージャーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　インジェクター１登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　インジェクター２登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　インジェクター３登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　インジェクター４登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　エアコンコンプレッサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　エキゾーストドージングポンププラグディーゼル噴射テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　エンストテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　スタータリレーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　ターボ圧力センサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　ファン高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　ブースターポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　プレ／ポストヒーターユニットテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　Ｏ２センサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　ＶＧターボテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　エア系統ＡＳＳＹ機能（ＷＡＬＴ）点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　高速ファンまたは可変速度ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　添加剤ポンプ電子ヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　補助ヒーター（電子ヒーター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　Ｏ２センサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　ＶＧターボテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　インジェクター１



●シトロエン　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　エア系統ＡＳＳＹ機能（ＷＡＬＴ）点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　高速ファンまたは可変速度ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　添加剤ポンプ電子ヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　補助ヒーター（電子ヒーター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　Ｏ２センサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　ＶＧターボテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　エア系統ＡＳＳＹ機能（ＷＡＬＴ）点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　高速ファンまたは可変速度ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　添加剤ポンプ電子ヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　補助ヒーター（電子ヒーター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＴＵ１Ａ　Ｊ３４Ｐ） 　ＶＶＴソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＴＵ１Ａ　Ｊ３４Ｐ） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＴＵ１Ａ　Ｊ３４Ｐ） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＴＵ１Ａ　Ｊ３４Ｐ） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＴＵ１Ａ　Ｊ３４Ｐ） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＴＵ１Ａ　Ｊ３４Ｐ） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＴＵ１Ａ　Ｊ３４Ｐ） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＴＵ１Ａ　Ｊ３４Ｐ） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＴＵ１Ａ　Ｊ３４Ｐ） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＴＵ１Ａ　Ｊ３４Ｐ） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＴＵ１Ａ　Ｊ３４Ｐ） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＴＵ１Ａ　Ｊ３４Ｐ） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＴＵ１Ａ　Ｊ３４Ｐ） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＴＵ１Ａ　Ｊ３４Ｐ） 　フロントセンサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＴＵ１Ａ　Ｊ３４Ｐ） 　リアセンサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＴＵ１Ａ　Ｊ３４Ｐ） 　高速ファンＡＳＳＹ（チョッパー）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＴＵ３Ａ　Ｊ３４Ｐ） 　ＶＶＴソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＴＵ３Ａ　Ｊ３４Ｐ） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＴＵ３Ａ　Ｊ３４Ｐ） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＴＵ３Ａ　Ｊ３４Ｐ） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＴＵ３Ａ　Ｊ３４Ｐ） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＴＵ３Ａ　Ｊ３４Ｐ） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＴＵ３Ａ　Ｊ３４Ｐ） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＴＵ３Ａ　Ｊ３４Ｐ） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＴＵ３Ａ　Ｊ３４Ｐ） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＴＵ３Ａ　Ｊ３４Ｐ） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＴＵ３Ａ　Ｊ３４Ｐ） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＴＵ３Ａ　Ｊ３４Ｐ） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＴＵ３Ａ　Ｊ３４Ｐ） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＴＵ３Ａ　Ｊ３４Ｐ） 　フロントセンサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＴＵ３Ａ　Ｊ３４Ｐ） 　リアセンサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＴＵ３Ａ　Ｊ３４Ｐ） 　高速ファンＡＳＳＹ（チョッパー）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＵＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ２０１） 　ＥＧＲ電制スロットル

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＵＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ２０１） 　ガスインレットスワールコントロールソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＵＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ２０１） 　ターボ圧力ソレノイドバルブ１＆２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＵＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ２０１） 　ファンユニット

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＵＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ２０１） 　プレ／ポストヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＵＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ２０１） 　メインリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＵＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ２０１） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＵＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ２０１） 　電制ＥＧＲバルブ１＆２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＵＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ２０１） 　燃圧コントロールソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＵＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ２０１） 　燃料流量コントロールソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＵＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ２０１） 　補助ヒーター１＆２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　コイル１／４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　コイル２／３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　ファン高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　フロントＯ２センサーヒーター
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　リアＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　コイル１／４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　コイル２／３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　コールドスタートポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　ソレノイドバルブコールドスタート

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　ファン高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　フロントＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　リアＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　コイル１／４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　コイル２／３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　ファン高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　フロントＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　リアＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　コイル１／４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　コイル２／３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　コールドスタートポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　ソレノイドバルブコールドスタート

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　ファン高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　フロントＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　リアＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４１（Ｖ３４１　ＨＦＶ）） 　ＶＶＴソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４１（Ｖ３４１　ＨＦＶ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４１（Ｖ３４１　ＨＦＶ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４１（Ｖ３４１　ＨＦＶ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４１（Ｖ３４１　ＨＦＶ）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４１（Ｖ３４１　ＨＦＶ）） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４１（Ｖ３４１　ＨＦＶ）） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４１（Ｖ３４１　ＨＦＶ）） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４１（Ｖ３４１　ＨＦＶ）） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４１（Ｖ３４１　ＨＦＶ）） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４１（Ｖ３４１　ＨＦＶ）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４１（Ｖ３４１　ＨＦＶ）） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４１（Ｖ３４１　ＨＦＶ）） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４１（Ｖ３４１　ＨＦＶ）） 　フロントセンサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４１（Ｖ３４１　ＨＦＶ）） 　リアセンサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４１（Ｖ３４１　ＨＦＶ）） 　高速ファンＡＳＳＹ（チョッパー）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４１（Ｖ３４１　ＫＦＴ）） 　ＶＶＴソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４１（Ｖ３４１　ＫＦＴ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４１（Ｖ３４１　ＫＦＴ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４１（Ｖ３４１　ＫＦＴ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４１（Ｖ３４１　ＫＦＴ）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４１（Ｖ３４１　ＫＦＴ）） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４１（Ｖ３４１　ＫＦＴ）） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４１（Ｖ３４１　ＫＦＴ）） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４１（Ｖ３４１　ＫＦＴ）） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４１（Ｖ３４１　ＫＦＴ）） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４１（Ｖ３４１　ＫＦＴ）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４１（Ｖ３４１　ＫＦＴ）） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４１（Ｖ３４１　ＫＦＴ）） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４１（Ｖ３４１　ＫＦＴ）） 　フロントセンサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４１（Ｖ３４１　ＫＦＴ）） 　リアセンサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４１（Ｖ３４１　ＫＦＴ）） 　高速ファンＡＳＳＹ（チョッパー）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（２３Ａ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（２３Ａ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（２３Ａ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（２３Ａ）） 　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（２３Ａ）） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（２３Ａ）） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（２３Ａ）） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（２３Ａ）） 　バキュームポンプリレー駆動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（２３Ａ）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（２３Ａ）） 　ファン高速／チョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（２３Ａ）） 　フロントＯ２センサーヒーター
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（２３Ａ）） 　リアＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（２３Ａ）） 　吸気可変カムシャフト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（２３Ａ）） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（２３Ａ）） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（２３Ａ）） 　排気可変カムシャフト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＵ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＵ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＵ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＵ）） 　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＵ）） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＵ）） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＵ）） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＵ）） 　バキュームポンプリレー駆動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＵ）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＵ）） 　ファン高速／チョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＵ）） 　フロントＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＵ）） 　リアＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＵ）） 　吸気可変カムシャフト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＵ）） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＵ）） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＵ）） 　排気可変カムシャフト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＹ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＹ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＹ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＹ）） 　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＹ）） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＹ）） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＹ）） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＹ）） 　バキュームポンプリレー駆動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＹ）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＹ）） 　ファン高速／チョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＹ）） 　フロントＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＹ）） 　リアＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＹ）） 　吸気可変カムシャフト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＹ）） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＹ）） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＹ）） 　排気可変カムシャフト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＺ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＺ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＺ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＺ）） 　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＺ）） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＺ）） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＺ）） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＺ）） 　バキュームポンプリレー駆動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＺ）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＺ）） 　ファン高速／チョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＺ）） 　フロントＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＺ）） 　リアＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＺ）） 　吸気可変カムシャフト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＺ）） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＺ）） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＺ）） 　排気可変カムシャフト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＨＭＺ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＨＭＺ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＨＭＺ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＨＭＺ）） 　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＨＭＺ）） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＨＭＺ）） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＨＭＺ）） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＨＭＺ）） 　バキュームポンプリレー駆動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＨＭＺ）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＨＭＺ）） 　ファン高速／チョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＨＭＺ）） 　フロントＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＨＭＺ）） 　リアＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＨＭＺ）） 　吸気可変カムシャフト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＨＭＺ）） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＨＭＺ）） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＨＭＺ）） 　排気可変カムシャフト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＳＤＡ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＳＤＡ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＳＤＡ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＳＤＡ）） 　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＳＤＡ）） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＳＤＡ）） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＳＤＡ）） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＳＤＡ）） 　バキュームポンプリレー駆動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＳＤＡ）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＳＤＡ）） 　ファン高速／チョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＳＤＡ）） 　フロントＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＳＤＡ）） 　リアＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＳＤＡ）） 　吸気可変カムシャフト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＳＤＡ）） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＳＤＡ）） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＳＤＡ）） 　排気可変カムシャフト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿２１（Ｖ４６．２１　ＮＦＰ）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿２１（Ｖ４６．２１　ＮＦＰ）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿２１（Ｖ４６．２１　ＮＦＰ）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿２１（Ｖ４６．２１　ＮＦＰ）） 　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿２１（Ｖ４６．２１　ＮＦＰ）） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿２１（Ｖ４６．２１　ＮＦＰ）） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿２１（Ｖ４６．２１　ＮＦＰ）） 　コイル３
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿２１（Ｖ４６．２１　ＮＦＰ）） 　バキュームポンプリレー駆動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿２１（Ｖ４６．２１　ＮＦＰ）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿２１（Ｖ４６．２１　ＮＦＰ）） 　ファン高速／チョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿２１（Ｖ４６．２１　ＮＦＰ）） 　フロントＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿２１（Ｖ４６．２１　ＮＦＰ）） 　リアＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿２１（Ｖ４６．２１　ＮＦＰ）） 　吸気可変カムシャフト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿２１（Ｖ４６．２１　ＮＦＰ）） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿２１（Ｖ４６．２１　ＮＦＰ）） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿２１（Ｖ４６．２１　ＮＦＰ）） 　排気可変カムシャフト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ２）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ２）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ２）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ２）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ２）） 　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ２）） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ２）） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ２）） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ２）） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ２）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ２）） 　ファン高速／チョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ２）） 　フロントＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ２）） 　リアＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ２）） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ２）） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ４）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ４）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ４）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ４）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ４）） 　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ４）） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ４）） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ４）） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ４）） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ４）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ４）） 　ファン高速／チョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ４）） 　フロントＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ４）） 　リアＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ４）） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ４）） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ２）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ２）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ２）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ２）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ２）） 　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ２）） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ２）） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ２）） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ２）） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ２）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ２）） 　ファン高速／チョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ２）） 　フロントＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ２）） 　リアＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ２）） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ２）） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ４）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ４）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ４）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ４）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ４）） 　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ４）） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ４）） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ４）） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ４）） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ４）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ４）） 　ファン高速／チョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ４）） 　フロントＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ４）） 　リアＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ４）） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ４）） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付））

　イグニッションコイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付））

　イグニッションコイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付））

　イグニッションコイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付））

　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付））

　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付））

　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付））

　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付））

　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付））

　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付））

　スロットルモーターユニット

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付））

　ターボ圧力レギュレーションソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付））

　ターボ冷却電動ウォーターポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付））

　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付））

　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付））

　フューエルサプライ系統解放

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付））

　フロントＯ２センサー空燃比テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付））

　吸気可変カムシャフト駆動テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付））

　低圧フューエルポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付））

　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付））

　排気可変カムシャフト駆動テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付））

　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付））

　流量ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付））

　イグニッションコイル１
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付））

　イグニッションコイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付））

　イグニッションコイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付））

　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付））

　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付））

　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付））

　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付））

　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付））

　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付））

　スロットルモーターユニット

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付））

　ターボ圧力レギュレーションソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付））

　ターボ冷却電動ウォーターポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付））

　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付））

　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付））

　フューエルサプライ系統解放

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付））

　フロントＯ２センサー空燃比テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付））

　吸気可変カムシャフト駆動テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付））

　低圧フューエルポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付））

　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付））

　排気可変カムシャフト駆動テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付））

　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（ＶＤ４６（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付））

　流量ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　イグニッションコイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　イグニッションコイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　イグニッションコイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　スロットルモーターユニット

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　ターボ圧力レギュレーションソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　ターボ冷却電動ウォーターポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　フューエルサプライ系統解放

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　フロントＯ２センサー空燃比テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　吸気可変カムシャフト駆動テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　低圧フューエルポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　排気可変カムシャフト駆動テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　流量ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＷＪＹ　ＬＵＣＡＳ　ＤＣＮ２） 　ＥＧＲソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＷＪＹ　ＬＵＣＡＳ　ＤＣＮ２） 　エアコンリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＷＪＹ　ＬＵＣＡＳ　ＤＣＮ２） 　バタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＷＪＹ　ＬＵＣＡＳ　ＤＣＮ２） 　ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＷＪＹ　ＬＵＣＡＳ　ＤＣＮ２） 　プレヒーティングユニット

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＷＪＹ　ＬＵＣＡＳ　ＤＣＮ２） 　診断警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＷＪＹ　ＬＵＣＡＳ　ＤＣＮ２） 　進角ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｘ８Ｚ－ＤＴ２０Ｃ　ＥＤＣ１７ＣＰ１１） 　ＥＧＲバルブ１テスト（パッセンジャーコンパートメント側）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｘ８Ｚ－ＤＴ２０Ｃ　ＥＤＣ１７ＣＰ１１） 　ＥＧＲバルブ２テスト（バンパー付近）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｘ８Ｚ－ＤＴ２０Ｃ　ＥＤＣ１７ＣＰ１１） 　ＥＧＲ透過性試験

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｘ８Ｚ－ＤＴ２０Ｃ　ＥＤＣ１７ＣＰ１１） 　Ｏ２センサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｘ８Ｚ－ＤＴ２０Ｃ　ＥＤＣ１７ＣＰ１１） 　アクティブロードテスト：アクティブサスペンション

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｘ８Ｚ－ＤＴ２０Ｃ　ＥＤＣ１７ＣＰ１１） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｘ８Ｚ－ＤＴ２０Ｃ　ＥＤＣ１７ＣＰ１１） 　クーリングファン１＆２テスト（高速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｘ８Ｚ－ＤＴ２０Ｃ　ＥＤＣ１７ＣＰ１１） 　クーリングファン２テスト（低速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｘ８Ｚ－ＤＴ２０Ｃ　ＥＤＣ１７ＣＰ１１） 　ターボ１テスト（パッセンジャーコンパートメント側）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｘ８Ｚ－ＤＴ２０Ｃ　ＥＤＣ１７ＣＰ１１） 　ターボ２テスト（バンパー付近）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｘ８Ｚ－ＤＴ２０Ｃ　ＥＤＣ１７ＣＰ１１） 　ディーゼル添加剤ポンプ（動作音点検）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｘ８Ｚ－ＤＴ２０Ｃ　ＥＤＣ１７ＣＰ１１） 　フューエルポンプ圧力制御ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｘ８Ｚ－ＤＴ２０Ｃ　ＥＤＣ１７ＣＰ１１） 　フューエルポンプ流量制御ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｘ８Ｚ－ＤＴ２０Ｃ　ＥＤＣ１７ＣＰ１１） 　プレヒータープラグテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｘ８Ｚ－ＤＴ２０Ｃ　ＥＤＣ１７ＣＰ１１） 　ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｘ８Ｚ－ＤＴ２０Ｃ　ＥＤＣ１７ＣＰ１１） 　電源リレーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｘ８Ｚ－ＤＴ２０Ｃ　ＥＤＣ１７ＣＰ１１） 　補助ヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　コイル１／４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　コイル２／３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　モーターリレー（バリアブルバルブリフト）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　高速ファンＡＳＳＹまたはチョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　ＶＶＴソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　インジェクター３
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　コイル１／４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　コイル２／３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　フロントセンサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　リアセンサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　高速ファンＡＳＳＹ（チョッパー）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付）

　イグニッションコイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付）

　イグニッションコイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付）

　イグニッションコイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付）

　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付）

　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付）

　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付）

　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付）

　オイルベーパー再循環系統ヒーター２コントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付）

　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付）

　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付）

　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付）

　スロットルモーターユニット

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付）

　ターボ圧力レギュレーションソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付）

　ターボ冷却電動ウォーターポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付）

　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付）

　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付）

　フューエルサプライ系統解放

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付）

　フロントＯ２センサー空燃比テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付）

　吸気可変カムシャフト駆動テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付）

　低圧フューエルポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付）

　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付）

　燃料高圧ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付）

　排気可変カムシャフト駆動テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付）

　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付）

　流量ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付）

　イグニッションコイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付）

　イグニッションコイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付）

　イグニッションコイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付）

　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付）

　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付）

　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付）

　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付）

　オイルベーパー再循環系統ヒーター２コントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付）

　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付）

　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付）

　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付）

　スロットルモーターユニット

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付）

　ターボ圧力レギュレーションソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付）

　ターボ冷却電動ウォーターポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付）

　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付）

　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付）

　フューエルサプライ系統解放

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付）

　フロントＯ２センサー空燃比テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付）

　吸気可変カムシャフト駆動テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付）

　低圧フューエルポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付）

　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付）

　燃料高圧ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付）

　排気可変カムシャフト駆動テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付）

　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）
（エンジンタイプ　４４　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　６速マニュアルギアボックス付）

　流量ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　１／４イグニッションコイル制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　２／３イグニッションコイル制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＤＥＮＯＸシステムエア漏れ点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＤＥＮＯＸシステムリレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＤＥＮＯＸシステム加圧点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＤＥＮＯＸシステム効率点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＤＥＮＯＸシステム流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　Ｄｕｍｐ　ｖａｌｖｅ　Ｔｕｒｂｏ　ｄｉｓｃｈａｒｇｅ　ｅｌｅｃｔｒｏｖａｌｖｅ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパステスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＥＧＲクーリング系統バイパス作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＥＧＲスロットルソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＥＧＲソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＥＧＲバタフライソレノイド

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＥＧＲバタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＥＧＲバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＥＧＲバルブ（ソレノイドバルブ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＥＧＲバルブ１テスト（パッセンジャーコンパートメント側）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＥＧＲバルブ２テスト（バンパー付近）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＥＧＲ系統機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＥＧＲ電制スロットル

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＥＧＲ透過性試験

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　Ｅｎｇ　ｒｕｎｎｉｎｇ　：　ＯＩＬ　ＰＵＭＰ　ＡＣＴＵＡＴＯＲ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＦＡＮ　ＵＮＤＥＲ　ＢＯＮＮＥＴ（ＶＡＳＣ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ　ＨＥＡＴＩＮＧ　ＲＥＬＡＹ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＡＮＩＳＴＥＲ　ＰＵＲＧＥ　ＥＬＥＣＴＲＯＶＡＬＶＥ



●シトロエン　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＩＬ　４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＣＯＯＬＡＮＴ　ＰＵＭＰ　ＡＣＴＵＡＴＯＲ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＨＩＧＨ　ＳＰＥＥＤ　ＦＡＮ　ＡＳＳＥＭＢＬＹ　ＯＲ　ＣＨＯＰＰＥＲ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＩＮＪＥＣＴＯＲ　４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＬＯＷ　ＳＰＥＥＤ　ＦＡＮ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＭＯＴＯＲＩＳＥＤ　ＢＵＴＴＥＲＦＬＹ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＰＯＷＥＲ　ＲＥＬＡＹ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＨＥＲＭＯＳＴＡＴ　ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＤ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＵＲＢＩＮＥ　ＤＩＳＣＨＡＲＧＥ　ＥＬＥＣＴＲＯＶＡＬＶＥ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＵＲＢＯ　ＣＯＯＬＩＮＧ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ　ＷＡＴＥＲ　ＰＵＭＰ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　Ｅｎｇ　ｓｔｏｐｐｅｄ　：　ＴＵＲＢＯ　ＰＲＥＳＳＵＲＥ　ＲＥＧＵＬＡＴＩＯＮ　ＳＯＬＥＮＯＩＤ　ＶＡＬＶＥ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＮＯｘセンサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　Ｏ２センサーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　Ｏ２センサーヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＲＴＥバルブエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＶＧターボテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＶＶＴソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　Ｗａｓｔｅ　ｇａｔｅ　Ｔｕｒｂｏ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ　ｒｅｇｕｌａｔｉｎｇ　ｅｌｅｃｔｒｏｖａｌｖｅ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　アイドルレギュレーションステッピングモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　アクティブロードテスト：アクティブサスペンション

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　イグニッションコイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　イグニッションコイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　イグニッションコイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　イグニッションコイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　インジェクター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　インジェクター２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　インジェクター３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　インジェクター４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　インジェクター戻り流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　インテークヒータースロットルソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ウェストゲートソレノイドバルブ（ターボ１）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　エアインテークモジュール制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　エアコンリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　エアポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　エアミキサーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　エアミキサー作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　エア系統ＡＳＳＹ機能（ＷＡＬＴ）点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　エア系統ＡＳＳＹ機能点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　エキゾーストヒートリカバリーバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　エンジンフード下アディショナルファン（ＶＡＳＣ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　エンジン圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　エンジン圧縮テスト（ｄｅｌｐｈｉ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　エンジン吸気圧力点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　エンジン設定点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　エンジン電源供給リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　エンジン油圧制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　オイルベーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　オイルポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ガスインレットスワールコントロールソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　カムシャフトディフェーザーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　キャニスターパージバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　クーリングファン１＆２テスト（高速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　クーリングファン２テスト（低速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　コイル１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　コイル１／４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　コイル２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　コイル２／３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　コイル３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　コイル４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　コールドスタートポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　コンソメーター信号

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　コンプレッサーソレノイドバルブ２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　サーモスタット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ステッピングモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　スロットルモーターユニット

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ソレノイドバルブコールドスタート

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ターボ１テスト（パッセンジャーコンパートメント側）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ターボ２テスト（バンパー付近）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ターボソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ターボソレノイドバルブ１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ターボソレノイドバルブ２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ターボチャージャーアクチュエーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ターボチャージャーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ターボチャージャー圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ターボチャージャー可変抵抗作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ターボ圧力ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ターボ圧力ソレノイドバルブ１＆２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ターボ圧力レギュレーションソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ターボ冷却電動ウォーターポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ディーゼルインジェクター１制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ディーゼルインジェクター２制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ディーゼルインジェクター３制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ディーゼルインジェクター４制御テスト



●シトロエン　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（エンジン駆動）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ディーゼルインジェクターリターンテスト（スターター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ディーゼル圧力レギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ディーゼル高圧ポンプ充填アクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ディーゼル添加剤ポンプ（動作音点検）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ディーゼル燃料高圧系統漏れ検出テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　バイパスバタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　パイロットエアインレットモジュールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　バキュームポンプリレー駆動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　バタフライソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　バタフライモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　バリアブルバルブリフト手順

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ヒーターマトリックスウォーターポンプテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ピストン３高圧ポンプ動作停止

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ファン（高速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ファン（低速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ファンＡＳＳＹ高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ファンＡＳＳＹ高速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ファンＡＳＳＹ高速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ファンＡＳＳＹ低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ファンＡＳＳＹ低速制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ファンＧＭＶ１（高速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ファンＧＭＶ２（低速）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ファンユニット

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ファンユニット高速／ファンユニット可変速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ファンユニット低速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ファン高速

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ファン高速／チョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ファン低速リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　フューエルサプライ系統解放

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　フューエルポンプ圧力制御ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　フューエルポンプ流量制御ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　プレ／ポストヒーターユニットテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　プレ／ポストヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　プレヒータープラグテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　プレヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　プレヒーティングユニット

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　プレヒーティングユニット制御

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　プレヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　プレヒーティング警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　フロントＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　フロントＯ２センサーヒーター制御機能

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　フロントＯ２センサー空燃比テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　フロントセンサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ポンプ流量点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　マニホールド圧力センサー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ミキサーバタフライ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ミキサーバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　メインリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　モーターリレー（バリアブルバルブリフト）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　リアＯ２センサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　リアＯ２センサーヒーター制御機能

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　リアセンサーヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　レール圧上昇＆下降テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　可変タイミングソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　気筒燃焼クオリティーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー１）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー２）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー３）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（シリンダー４）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　気筒燃焼クオリティーテスト（全気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　吸気可変カムシャフト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　吸気可変カムシャフト駆動テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　空気循環フロー点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　高速クーリングファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　高速ファンＡＳＳＹ（チョッパー）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　高速ファンＡＳＳＹまたはチョッパー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　高速ファンまたは可変速度ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　再循環ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　車両ヒーターレジスターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　診断警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　進角ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　全エア系統制御点検

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　低圧フューエルポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　低圧フューエルポンプテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　低速クーリングファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　低速ファン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　添加剤ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　添加剤ポンプエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　添加剤ポンプ電子ヒーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　電源リレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　電源リレーテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　電源リレー制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　電制ＥＧＲバルブ１＆２
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システム名 項目名

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　電動ＥＧＲバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　電動アキュムレーター放圧テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　尿素水インジェクターコントロールテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　尿素水パイプヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　尿素水リザーバーヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　燃圧コントロールソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　燃料圧力レギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　燃料添加剤ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　燃料添加剤追加ポンプ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　燃料流量コントロールソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　燃料流量レギュレーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　燃料流量レギュレーター制御テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　排気ガス再循環ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　排気可変カムシャフト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　排気可変カムシャフト駆動テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　補助ヒーター（電子ヒーター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　補助ヒーター１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　補助ヒーター１＆２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　補助ヒーターエレクトリカルテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　補助ヒーターテスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　補助ヒーターリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　補助ヒーターリレー１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　補助ヒーターリレー２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　補助ヒーター再作動

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　流量ソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　冷却ポンプアクチュエーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　冷却系統ガス抜きソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　冷却系統バイパスソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　冷却水温警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　漏れ検出

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（プーマ（プーマ　４ＨＵ（１２０または１３０））） 　ＭＩＬ警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（プーマ（プーマ　４ＨＵ（１２０または１３０））） 　インジェクター停止１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（プーマ（プーマ　４ＨＵ（１２０または１３０））） 　インジェクター停止２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（プーマ（プーマ　４ＨＵ（１２０または１３０））） 　インジェクター停止３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（プーマ（プーマ　４ＨＵ（１２０または１３０））） 　インジェクター停止４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（プーマ（プーマ　４ＨＵ（１２０または１３０））） 　エンジン温度警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（プーマ（プーマ　４ＨＵ（１２０または１３０））） 　ファンＡＳＳＹ１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（プーマ（プーマ　４ＨＵ（１２０または１３０））） 　ファンＡＳＳＹ２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（プーマ（プーマ　４ＨＵ（１２０または１３０））） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（プーマ（プーマ　４ＨＵ（１２０または１３０））） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（プーマ（プーマ　４ＨＵ（１２０または１３０））） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（プーマ（プーマ　４ＨＵ（１２０または１３０））） 　高圧系統圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（プーマ（プーマ　４ＨＵ（１２０または１３０））） 　電動ＥＧＲバルブテスト（動作音点検）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（プーマ（プーマ　４ＨＵ（１２０または１３０））） 　油圧警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（プーマ（プーマ　４ＨＶ）） 　ＭＩＬ警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（プーマ（プーマ　４ＨＶ）） 　インジェクター停止１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（プーマ（プーマ　４ＨＶ）） 　インジェクター停止２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（プーマ（プーマ　４ＨＶ）） 　インジェクター停止３

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（プーマ（プーマ　４ＨＶ）） 　インジェクター停止４

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（プーマ（プーマ　４ＨＶ）） 　エンジン温度警告灯

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（プーマ（プーマ　４ＨＶ）） 　ファンＡＳＳＹ１

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（プーマ（プーマ　４ＨＶ）） 　ファンＡＳＳＹ２

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（プーマ（プーマ　４ＨＶ）） 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（プーマ（プーマ　４ＨＶ）） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（プーマ（プーマ　４ＨＶ）） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（プーマ（プーマ　４ＨＶ）） 　高圧系統圧縮テスト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（プーマ（プーマ　４ＨＶ）） 　電動ＥＧＲバルブテスト（動作音点検）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（プーマ（プーマ　４ＨＶ）） 　油圧警告灯

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＡＬ４） 　ＥＰＤＥエクスチェンジャー出力ソレノイドバルブ（特定車両）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ１

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ２

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ３

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ４

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ５

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ６

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＡＬ４） 　エアコンカットオフ／キーロック

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＡＬ４） 　コンバーターブリッジソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＡＬ４） 　レバー解除（シフトロック）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＡＬ４） 　圧力調節ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（ＡＬ４オートマチックギアボックス）

　ＥＰＤＥエクスチェンジャー出力ソレノイドバルブ（特定車両）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（ＡＬ４オートマチックギアボックス）

　ＥＶＳソレノイドバルブ１

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（ＡＬ４オートマチックギアボックス）

　ＥＶＳソレノイドバルブ２

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（ＡＬ４オートマチックギアボックス）

　ＥＶＳソレノイドバルブ３

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（ＡＬ４オートマチックギアボックス）

　ＥＶＳソレノイドバルブ４

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（ＡＬ４オートマチックギアボックス）

　ＥＶＳソレノイドバルブ５

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（ＡＬ４オートマチックギアボックス）

　ＥＶＳソレノイドバルブ６

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（ＡＬ４オートマチックギアボックス）

　エアコンカットオフ／キーロック

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（ＡＬ４オートマチックギアボックス）

　コンバーターブリッジソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（ＡＬ４オートマチックギアボックス）

　レバー解除（シフトロック）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（ＡＬ４オートマチックギアボックス）

　圧力調節ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（ＡＭ６　ユーロ５オートマチックギアボックス）

　Ｓ１シーケンシャルソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（ＡＭ６　ユーロ５オートマチックギアボックス）

　Ｓ２シーケンシャルソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（ＡＭ６　ユーロ５オートマチックギアボックス）

　ギアレバーロッキング制御（シフトロック）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（ＡＭ６　ユーロ５オートマチックギアボックス）

　クラッチ（ＳＬＣ１）圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（ＡＭ６　ユーロ５オートマチックギアボックス）

　クラッチ（ＳＬＣ２）圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（ＡＭ６　ユーロ５オートマチックギアボックス）

　クラッチ（ＳＬＣ３）圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（ＡＭ６　ユーロ５オートマチックギアボックス）

　コンバーターロックアップ圧力調整ソレノイドバルブ（ＳＬＵ）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（ＡＭ６　ユーロ５オートマチックギアボックス）

　ブレーキ（ＳＬＢ１）圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（ＡＭ６　ユーロ５オートマチックギアボックス）

　ライン圧力調整ソレノイドバルブ（ＳＬＴ）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（ＡＴ６　ユーロ５オートマチックギアボックス）

　Ｓ１シーケンシャルソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（ＡＴ６　ユーロ５オートマチックギアボックス）

　Ｓ２シーケンシャルソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（ＡＴ６　ユーロ５オートマチックギアボックス）

　ギアレバーロッキング制御（シフトロック）
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　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（ＡＴ６　ユーロ５オートマチックギアボックス）

　クラッチ（ＳＬＣ１）圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（ＡＴ６　ユーロ５オートマチックギアボックス）

　クラッチ（ＳＬＣ２）圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（ＡＴ６　ユーロ５オートマチックギアボックス）

　クラッチ（ＳＬＣ３）圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（ＡＴ６　ユーロ５オートマチックギアボックス）

　コンバーターロックアップ圧力調整ソレノイドバルブ（ＳＬＵ）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（ＡＴ６　ユーロ５オートマチックギアボックス）

　ブレーキ（ＳＬＢ１）圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（ＡＴ６　ユーロ５オートマチックギアボックス）

　ライン圧力調整ソレノイドバルブ（ＳＬＴ）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ　ＡＭ６　ユーロ５） 　Ｓ１シーケンシャルソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ　ＡＭ６　ユーロ５） 　Ｓ２シーケンシャルソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ　ＡＭ６　ユーロ５） 　ギアレバーロッキング制御（シフトロック）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ　ＡＭ６　ユーロ５） 　クラッチ（ＳＬＣ１）圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ　ＡＭ６　ユーロ５） 　クラッチ（ＳＬＣ２）圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ　ＡＭ６　ユーロ５） 　クラッチ（ＳＬＣ３）圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ　ＡＭ６　ユーロ５） 　コンバーターロックアップ圧力調整ソレノイドバルブ（ＳＬＵ）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ　ＡＭ６　ユーロ５） 　ブレーキ（ＳＬＢ１）圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ　ＡＭ６　ユーロ５） 　ライン圧力調整ソレノイドバルブ（ＳＬＴ）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ　ＡＭ６＿ＡＴ６　ユーロ５） 　Ｓ１シーケンシャルソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ　ＡＭ６＿ＡＴ６　ユーロ５） 　Ｓ２シーケンシャルソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ　ＡＭ６＿ＡＴ６　ユーロ５） 　ギアレバーロッキング制御（シフトロック）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ　ＡＭ６＿ＡＴ６　ユーロ５） 　クラッチ（ＳＬＣ１）圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ　ＡＭ６＿ＡＴ６　ユーロ５） 　クラッチ（ＳＬＣ２）圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ　ＡＭ６＿ＡＴ６　ユーロ５） 　クラッチ（ＳＬＣ３）圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ　ＡＭ６＿ＡＴ６　ユーロ５） 　コンバーターロックアップ圧力調整ソレノイドバルブ（ＳＬＵ）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ　ＡＭ６＿ＡＴ６　ユーロ５） 　ブレーキ（ＳＬＢ１）圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ　ＡＭ６＿ＡＴ６　ユーロ５） 　ライン圧力調整ソレノイドバルブ（ＳＬＴ）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ　ＡＭ６＿ＡＴ６＿ＵＤＳ） 　ギアレバーロッキング制御（シフトロック）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ　ＡＭ６＿ＡＴ６＿ＵＤＳ） 　クラッチ（Ｃ１）圧力調整電磁弁

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ　ＡＭ６＿ＡＴ６＿ＵＤＳ） 　クラッチ（Ｃ２）圧力調整電磁弁

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ　ＡＭ６＿ＡＴ６＿ＵＤＳ） 　クラッチ（Ｃ３）圧力調整電磁弁

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ　ＡＭ６＿ＡＴ６＿ＵＤＳ） 　コンバーターロックアップ圧力調整電磁弁

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ　ＡＭ６＿ＡＴ６＿ＵＤＳ） 　シーケンシャルソレノイドバルブ１

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ　ＡＭ６＿ＡＴ６＿ＵＤＳ） 　シーケンシャルソレノイドバルブ２

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ　ＡＭ６＿ＡＴ６＿ＵＤＳ） 　スタートロック

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ　ＡＭ６＿ＡＴ６＿ＵＤＳ） 　ブレーキ（Ｂ１）圧力調整電磁弁

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ　ＡＭ６＿ＡＴ６＿ＵＤＳ） 　ライン圧力調整電磁弁

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ　ＡＭ６＿ＡＴ６＿ＵＤＳ） 　全ソレノイドバルブシーケンシャルテスト

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ　ＡＭ６＿ＡＴ６＿ＵＤＳ） 　追加オイルポンプ制御（ストップ＆スタート）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　ＥＰＤＥエクスチェンジャー出力ソレノイドバルブ（特定車両）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ１

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ２

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ３

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ４

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ５

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ６

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　エアコンカットオフ／キーロック

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　コンバーターブリッジソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　シーケンシャルソレノイドバルブ１

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　シーケンシャルソレノイドバルブ２

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　シーケンシャルソレノイドバルブ３

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　シーケンシャルソレノイドバルブ４

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　シーケンシャルソレノイドバルブ５

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　シーケンシャルソレノイドバルブ６

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　トルクコンバーターロックアップソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　ライン圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　レバー解除（シフトロック）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　圧力調節ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　熱交換器デリバリーソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４＿ＡＴ８） 　ＥＰＤＥエクスチェンジャー出力ソレノイドバルブ（特定車両）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４＿ＡＴ８） 　ＥＶＬＵソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４＿ＡＴ８） 　ＥＶＭソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４＿ＡＴ８） 　ＥＶＳ１ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４＿ＡＴ８） 　ＥＶＳ２ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４＿ＡＴ８） 　ＥＶＳ３ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４＿ＡＴ８） 　ＥＶＳ４ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４＿ＡＴ８） 　ＥＶＳ５ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４＿ＡＴ８） 　ＥＶＳ６ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４＿ＡＴ８） 　ＥＶＳソレノイドバルブ１

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４＿ＡＴ８） 　ＥＶＳソレノイドバルブ２

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４＿ＡＴ８） 　ＥＶＳソレノイドバルブ３

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４＿ＡＴ８） 　ＥＶＳソレノイドバルブ４

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４＿ＡＴ８） 　ＥＶＳソレノイドバルブ５

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４＿ＡＴ８） 　ＥＶＳソレノイドバルブ６

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４＿ＡＴ８） 　エアコンカットオフ／キーロック

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４＿ＡＴ８） 　エクスチェンジャーフローソレノイドバルブＥＰＤＥ（一部車両）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４＿ＡＴ８） 　コンバーターブリッジソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４＿ＡＴ８） 　レバー解除（シフトロック）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４＿ＡＴ８） 　圧力調節ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＭ６） 　Ｓ１シーケンシャルソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＭ６） 　Ｓ２シーケンシャルソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＭ６） 　ギアレバーロッキング制御（シフトロック）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＭ６） 　クラッチ（ＳＬＣ１）圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＭ６） 　クラッチ（ＳＬＣ２）圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＭ６） 　クラッチ（ＳＬＣ３）圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＭ６） 　コンバーターロックアップ圧力調整ソレノイドバルブ（ＳＬＵ）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＭ６） 　ブレーキ（ＳＬＢ１）圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＭ６） 　ライン圧力調整ソレノイドバルブ（ＳＬＴ）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＭ６＿ＡＴ６＿ユーロ５） 　Ｓ１シーケンシャルソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＭ６＿ＡＴ６＿ユーロ５） 　Ｓ２シーケンシャルソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＭ６＿ＡＴ６＿ユーロ５） 　ギアレバーロッキング制御（シフトロック）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＭ６＿ＡＴ６＿ユーロ５） 　クラッチ（ＳＬＣ１）圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＭ６＿ＡＴ６＿ユーロ５） 　クラッチ（ＳＬＣ２）圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＭ６＿ＡＴ６＿ユーロ５） 　クラッチ（ＳＬＣ３）圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＭ６＿ＡＴ６＿ユーロ５） 　コンバーターロックアップ圧力調整ソレノイドバルブ（ＳＬＵ）
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システム名 項目名

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＭ６＿ＡＴ６＿ユーロ５） 　ブレーキ（ＳＬＢ１）圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＭ６＿ＡＴ６＿ユーロ５） 　ライン圧力調整ソレノイドバルブ（ＳＬＴ）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＴ８） 　ＥＶＬＵソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＴ８） 　ＥＶＭソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＴ８） 　ＥＶＳ１ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＴ８） 　ＥＶＳ２ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＴ８） 　ＥＶＳ３ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＴ８） 　ＥＶＳ４ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＴ８） 　ＥＶＳ５ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＴ８） 　ＥＶＳ６ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＴ８） 　エクスチェンジャーフローソレノイドバルブＥＰＤＥ（一部車両）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＴ８） 　シーケンシャルソレノイドバルブ１

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＴ８） 　シーケンシャルソレノイドバルブ２

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＴ８） 　シーケンシャルソレノイドバルブ３

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＴ８） 　シーケンシャルソレノイドバルブ４

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＴ８） 　シーケンシャルソレノイドバルブ５

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＴ８） 　シーケンシャルソレノイドバルブ６

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＴ８） 　トルクコンバーターロックアップソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＴ８） 　ライン圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＴ８） 　レバー解除（シフトロック）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＴ８） 　熱交換器デリバリーソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＭＰ＿ＭＡ） 　１速ギア係合

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＭＰ＿ＭＡ） 　２速ギア係合

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＭＰ＿ＭＡ） 　３速ギア係合

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＭＰ＿ＭＡ） 　４速ギア係合

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＭＰ＿ＭＡ） 　５速ギア係合

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＭＰ＿ＭＡ） 　アクチュエーター開始前

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＭＰ＿ＭＡ） 　ギア選択テスト

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＭＰ＿ＭＡ） 　クラッチ（閉）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＭＰ＿ＭＡ） 　クラッチ開

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＭＰ＿ＭＡ） 　ニュートラル選択

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＭＰ＿ＭＡ） 　バックギア選択

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐ） 　１速

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐ） 　２速

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐ） 　３速

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐ） 　４速

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐ） 　５速

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐ） 　６速

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐ） 　クラッチ開（クラッチポジション切）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐ） 　クラッチ閉（クラッチポジション切）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐ） 　ニュートラル

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐ） 　バック

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐ＿Ｈｙ） 　１速ギア係合

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐ＿Ｈｙ） 　２速ギア係合

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐ＿Ｈｙ） 　３速ギア係合

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐ＿Ｈｙ） 　４速ギア係合

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐ＿Ｈｙ） 　５速ギア係合

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐ＿Ｈｙ） 　６速ギア係合

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐ＿Ｈｙ） 　ギアチェンジ［Ｎ］

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐ＿Ｈｙ） 　ギアチェンジ［Ｒ１］

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐ＿Ｈｙ） 　ギアチェンジ［Ｒ２］

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐ＿Ｈｙ） 　クラッチ（閉）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐ＿Ｈｙ） 　クラッチ開

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐギアボックス） 　１速

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐギアボックス） 　２速

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐギアボックス） 　３速

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐギアボックス） 　４速

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐギアボックス） 　５速

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐギアボックス） 　６速

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐギアボックス） 　クラッチ開（クラッチポジション切）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐギアボックス） 　クラッチ閉（クラッチポジション切）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐギアボックス） 　ニュートラル

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐギアボックス） 　バック

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＭＡＰＳ＿ＵＤＳ） 　１速＜－＞２速ギア間ニュートラル係合

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＭＡＰＳ＿ＵＤＳ） 　３速＜－＞４速ギア間ニュートラル係合

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＭＡＰＳ＿ＵＤＳ） 　５速＜－＞［Ｒ］ギア間ニュートラル係合

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＭＡＰＳ＿ＵＤＳ） 　ギアチェンジ１速

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＭＡＰＳ＿ＵＤＳ） 　ギアチェンジ２速

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＭＡＰＳ＿ＵＤＳ） 　ギアチェンジ３速

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＭＡＰＳ＿ＵＤＳ） 　ギアチェンジ４速

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＭＡＰＳ＿ＵＤＳ） 　ギアチェンジ５速

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＭＡＰＳ＿ＵＤＳ） 　ギア選択テスト

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＭＡＰＳ＿ＵＤＳ） 　クラッチ（閉）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＭＡＰＳ＿ＵＤＳ） 　クラッチ開

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＭＡＰＳ＿ＵＤＳ） 　バックギア係合

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートギアボックス　ＡＬ４） 　ＥＰＤＥエクスチェンジャー出力ソレノイドバルブ（特定車両）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートギアボックス　ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ１

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートギアボックス　ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ２

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートギアボックス　ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ３

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートギアボックス　ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ４

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートギアボックス　ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ５

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートギアボックス　ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ６

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートギアボックス　ＡＬ４） 　エアコンカットオフ／キーロック

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートギアボックス　ＡＬ４） 　コンバーターブリッジソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートギアボックス　ＡＬ４） 　レバー解除（シフトロック）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートギアボックス　ＡＬ４） 　圧力調節ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートギアボックス　ＡＭ６） 　Ｓ１シーケンシャルソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートギアボックス　ＡＭ６） 　Ｓ２シーケンシャルソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートギアボックス　ＡＭ６） 　ギアレバーロッキング制御（シフトロック）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートギアボックス　ＡＭ６） 　クラッチ（ＳＬＣ１）圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートギアボックス　ＡＭ６） 　クラッチ（ＳＬＣ２）圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートギアボックス　ＡＭ６） 　クラッチ（ＳＬＣ３）圧力調整ソレノイドバルブ
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　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートギアボックス　ＡＭ６） 　コンバーターロックアップ圧力調整ソレノイドバルブ（ＳＬＵ）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートギアボックス　ＡＭ６） 　ブレーキ（ＳＬＢ１）圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートギアボックス　ＡＭ６） 　ライン圧力調整ソレノイドバルブ（ＳＬＴ）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートギアボックス　ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　ＥＰＤＥエクスチェンジャー出力ソレノイドバルブ（特定車両）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートギアボックス　ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ１

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートギアボックス　ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ２

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートギアボックス　ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ３

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートギアボックス　ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ４

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートギアボックス　ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ５

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートギアボックス　ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ６

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートギアボックス　ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　エアコンカットオフ／キーロック

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートギアボックス　ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　コンバーターブリッジソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートギアボックス　ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　レバー解除（シフトロック）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートギアボックス　ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　圧力調節ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　１速

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　１速＜－＞２速ギア間ニュートラル係合

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　１速ギア係合

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　２速

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　２速ギア係合

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　３速

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　３速＜－＞４速ギア間ニュートラル係合

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　３速ギア係合

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　４速

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　４速ギア係合

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　５速

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　５速＜－＞［Ｒ］ギア間ニュートラル係合

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　５速ギア係合

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　６速

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　６速ギア係合

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　ＥＰＤＥエクスチェンジャー出力ソレノイドバルブ（特定車両）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　ＥＶＳソレノイドバルブ１

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　ＥＶＳソレノイドバルブ２

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　ＥＶＳソレノイドバルブ３

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　ＥＶＳソレノイドバルブ４

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　ＥＶＳソレノイドバルブ５

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　ＥＶＳソレノイドバルブ６

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　Ｓ１シーケンシャルソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　Ｓ２シーケンシャルソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　エアコンカットオフ／キーロック

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　ギアチェンジ［Ｎ］

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　ギアチェンジ［Ｒ１］

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　ギアチェンジ［Ｒ２］

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　ギアチェンジ１速

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　ギアチェンジ２速

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　ギアチェンジ３速

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　ギアチェンジ４速

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　ギアチェンジ５速

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　ギアレバーロッキング制御（シフトロック）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　ギア選択テスト

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　クラッチ（Ｃ１）圧力調整電磁弁

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　クラッチ（Ｃ２）圧力調整電磁弁

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　クラッチ（Ｃ３）圧力調整電磁弁

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　クラッチ（ＳＬＣ１）圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　クラッチ（ＳＬＣ２）圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　クラッチ（ＳＬＣ３）圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　クラッチ（閉）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　クラッチ開

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　クラッチ開（クラッチポジション切）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　クラッチ閉（クラッチポジション切）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　コンバーターブリッジソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　コンバーターロックアップ圧力調整ソレノイドバルブ（ＳＬＵ）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　コンバーターロックアップ圧力調整電磁弁

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　シーケンシャルソレノイドバルブ１

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　シーケンシャルソレノイドバルブ２

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　スタートロック

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　ニュートラル

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　バック

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　バックギア係合

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　ブレーキ（Ｂ１）圧力調整電磁弁

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　ブレーキ（ＳＬＢ１）圧力調整ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　ライン圧力調整ソレノイドバルブ（ＳＬＴ）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　ライン圧力調整電磁弁

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　レバー解除（シフトロック）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　圧力調節ソレノイドバルブ

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　全ソレノイドバルブシーケンシャルテスト

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス）） 　追加オイルポンプ制御（ストップ＆スタート）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（マニュアルギアボックスコントローラー（ＢＶＭＰ＿ＭＡ））

　ギアチェンジ（１）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（マニュアルギアボックスコントローラー（ＢＶＭＰ＿ＭＡ））

　ギアチェンジ（２）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（マニュアルギアボックスコントローラー（ＢＶＭＰ＿ＭＡ））

　ギアチェンジ（３）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（マニュアルギアボックスコントローラー（ＢＶＭＰ＿ＭＡ））

　ギアチェンジ（４）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（マニュアルギアボックスコントローラー（ＢＶＭＰ＿ＭＡ））

　ギアチェンジ（５）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（マニュアルギアボックスコントローラー（ＢＶＭＰ＿ＭＡ））

　クラッチ（閉）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（マニュアルギアボックスコントローラー（ＢＶＭＰ＿ＭＡ））

　クラッチ開

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（マニュアルギアボックスコントローラー（ＢＶＭＰ＿ＭＡ））

　ニュートラル選択

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（マニュアルギアボックスコントローラー（ＢＶＭＰ＿ＭＡ））

　バックギア選択

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付
（マニュアルギアボックスコントローラー（ＢＶＭＰ＿ＭＡ））

　中間位置

　エンジンリレーユニット 　エアコンコンプレッサークラッチ

　エンジンリレーユニット 　エアコンコンプレッサーバルブのサイクル比変更

　エンジンリレーユニット 　エアポンプ／バリアブルバルブリフトモーター制御

　エンジンリレーユニット 　オイルレベル測定（センサー点検）

　エンジンリレーユニット 　オルタネーター点検（標準型）

　エンジンリレーユニット 　ディーゼル燃料ヒーター制御



●シトロエン　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　エンジンリレーユニット 　ディーゼル燃料ヒーター制御／クーラント制御／エアポンプ制御／フューエルポンプ制御

　エンジンリレーユニット 　バリアブルバルブリフトモーター制御

　エンジンリレーユニット 　フューエルポンプ制御

　エンジンリレーユニット 　フロントガラスウォッシャーポンプ

　エンジンリレーユニット 　フロントガラスワイパー高速制御（ワイヤー）

　エンジンリレーユニット 　フロントガラスワイパー低速制御（ワイヤー）

　エンジンリレーユニット 　フロント右フォグランプ

　エンジンリレーユニット 　フロント左フォグランプ

　エンジンリレーユニット 　フロント専用デイタイムランプ

　エンジンリレーユニット 　ヘッドランプウォッシャーポンプ

　エンジンリレーユニット 　ホーン

　エンジンリレーユニット 　ポジティブイグニッション制御

　エンジンリレーユニット 　リアガラスウォッシャーポンプ

　エンジンリレーユニット 　レヒーター駆動

　エンジンリレーユニット 　右側スタティックランプ

　エンジンリレーユニット 　右側ハイビーム

　エンジンリレーユニット 　右側ブラインド

　エンジンリレーユニット 　右側ロービーム

　エンジンリレーユニット 　左側スタティックランプ

　エンジンリレーユニット 　左側ハイビーム

　エンジンリレーユニット 　左側ブラインド

　エンジンリレーユニット 　左側ロービーム

　エンジンリレーユニット 　設定出力制御

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ） 　エアコンコンプレッサークラッチ

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ） 　エアコンコンプレッサーバルブのサイクル比変更

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ） 　エアポンプ／バリアブルバルブリフトモーター制御

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ） 　オイルレベル測定（センサー点検）

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ） 　オルタネーター点検（標準型）

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ） 　ディーゼル燃料ヒーター制御

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ） 　ディーゼル燃料ヒーター制御／クーラント制御／エアポンプ制御／フューエルポンプ制御

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ） 　バリアブルバルブリフトモーター制御

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ） 　フューエルポンプ制御

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ） 　フロントガラスウォッシャーポンプ

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ） 　フロントガラスワイパー高速制御（ワイヤー）

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ） 　フロントガラスワイパー低速制御（ワイヤー）

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ） 　フロント右フォグランプ

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ） 　フロント左フォグランプ

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ） 　フロント専用デイタイムランプ

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ） 　ヘッドランプウォッシャーポンプ

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ） 　ホーン

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ） 　ポジティブイグニッション制御

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ） 　リアガラスウォッシャーポンプ

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ） 　レヒーター駆動

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ） 　右側スタティックランプ

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ） 　右側ハイビーム

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ） 　右側ブラインド

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ） 　右側ロービーム

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ） 　左側スタティックランプ

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ） 　左側ハイビーム

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ） 　左側ブラインド

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ） 　左側ロービーム

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ） 　設定出力制御

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ＿２０１０） 　オルタネーター点検（標準型）

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ＿２０１０） 　フロントガラスウォッシャーポンプ

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ＿２０１０） 　ヘッドランプウォッシャーポンプ

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ＿２０１０） 　ホーン

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ＿２０１０） 　ポジティブイグニッション制御

　エンジンリレーユニット（ＢＳＭ＿２０１０） 　リアガラスウォッシャーポンプ

　ギアボックス（４ＨＰ２０） 　ＭＶソレノイドバルブ１

　ギアボックス（４ＨＰ２０） 　ＭＶソレノイドバルブ２

　ギアボックス（４ＨＰ２０） 　キーロック（搭載されている場合）

　ギアボックス（４ＨＰ２０） 　レバー解除（シフトロック）

　ギアボックス（４ＨＰ２０） 　圧力レギュレーター３

　ギアボックス（４ＨＰ２０） 　圧力レギュレーター４

　ギアボックス（４ＨＰ２０） 　圧力レギュレーター５

　ギアボックス（４ＨＰ２０） 　圧力レギュレーター６

　ギアボックス（ＭＭＴ） 　目標ギアポジション制御（Ｎ）

　ギアボックス（ＭＭＴ） 　目標ギアポジション制御（Ｒ）

　ギアボックス（ＭＭＴ） 　目標クラッチ制御（クランプ）

　ギアボックス（ＭＭＴ） 　目標クラッチ制御（スタンバイ）

　ギアボックス（オートギアボックス　ＡＬ４） 　ＥＰＤＥエクスチェンジャー出力ソレノイドバルブ（特定車両）

　ギアボックス（オートギアボックス　ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ１

　ギアボックス（オートギアボックス　ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ２

　ギアボックス（オートギアボックス　ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ３

　ギアボックス（オートギアボックス　ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ４

　ギアボックス（オートギアボックス　ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ５

　ギアボックス（オートギアボックス　ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ６

　ギアボックス（オートギアボックス　ＡＬ４） 　エアコンカットオフ／キーロック

　ギアボックス（オートギアボックス　ＡＬ４） 　コンバーターブリッジソレノイドバルブ

　ギアボックス（オートギアボックス　ＡＬ４） 　レバー解除（シフトロック）

　ギアボックス（オートギアボックス　ＡＬ４） 　圧力調節ソレノイドバルブ

　ギアボックス（オートギアボックス　ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　ＥＰＤＥエクスチェンジャー出力ソレノイドバルブ（特定車両）

　ギアボックス（オートギアボックス　ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ１

　ギアボックス（オートギアボックス　ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ２

　ギアボックス（オートギアボックス　ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ３

　ギアボックス（オートギアボックス　ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ４

　ギアボックス（オートギアボックス　ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ５

　ギアボックス（オートギアボックス　ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　ＥＶＳソレノイドバルブ６

　ギアボックス（オートギアボックス　ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　エアコンカットオフ／キーロック

　ギアボックス（オートギアボックス　ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　コンバーターブリッジソレノイドバルブ

　ギアボックス（オートギアボックス　ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　レバー解除（シフトロック）

　ギアボックス（オートギアボックス　ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　圧力調節ソレノイドバルブ



●シトロエン　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　ギアボックス（マニュアルギアボックスコントローラー） 　ギアチェンジ（１）

　ギアボックス（マニュアルギアボックスコントローラー） 　ギアチェンジ（２）

　ギアボックス（マニュアルギアボックスコントローラー） 　ギアチェンジ（３）

　ギアボックス（マニュアルギアボックスコントローラー） 　ギアチェンジ（４）

　ギアボックス（マニュアルギアボックスコントローラー） 　ギアチェンジ（５）

　ギアボックス（マニュアルギアボックスコントローラー） 　クラッチ（閉）

　ギアボックス（マニュアルギアボックスコントローラー） 　クラッチ開

　ギアボックス（マニュアルギアボックスコントローラー） 　ニュートラル選択

　ギアボックス（マニュアルギアボックスコントローラー） 　バックギア選択

　ギアボックス（マニュアルギアボックスコントローラー） 　中間位置

　コーデットアンチスタート（ＡＤＣ） 　［Ｐ］位置でない（警告）

　コーデットアンチスタート（ＡＤＣ） 　キー不一致警告

　コーデットアンチスタート（ＡＤＣ） 　ステアリング固着警告

　コーデットアンチスタート（ＡＤＣ） 　セキュリティーインジケーター

　コーデットアンチスタート（ＡＤＣ） 　ブレークケーブル警告

　コーデットアンチスタート（ＡＤＣ） 　メーターチャイム

　コーデットアンチスタート（ＡＤＣ） 　メーターチャイム（連続）

　コーデットアンチスタート（ＡＤＣ） 　メーターブザー

　コントロールパネルドットマトリックスディスプレー（ＭＡＴＴ＿Ｃ＿２０１０） 　ディスプレー照度

　コントロールパネルドットマトリックスディスプレー（ＭＡＴＴ＿Ｃ＿２０１０） 　ブラックパネルモード

　コントロールパネルドットマトリックスディスプレー（ＭＡＴＴ＿Ｃ＿２０１０） 　ポイントマトリックス

　コントロールパネルドットマトリックスディスプレー（ＭＡＴＴ＿Ｍ＿２０１０） 　ディスプレー照度

　コントロールパネルドットマトリックスディスプレー（ＭＡＴＴ＿Ｍ＿２０１０） 　ブラックパネルモード

　コントロールパネルドットマトリックスディスプレー（ＭＡＴＴ＿Ｍ＿２０１０） 　ポイントマトリックス

　コントロールパネルドットマトリックスディスプレー
（オートサーチ（コントロールパネルドットマトリックスディスプレー））

　ディスプレー照度

　コントロールパネルドットマトリックスディスプレー
（オートサーチ（コントロールパネルドットマトリックスディスプレー））

　ブラックパネルモード

　コントロールパネルドットマトリックスディスプレー
（オートサーチ（コントロールパネルドットマトリックスディスプレー））

　ポイントマトリックス

　サービスモジュール（ＢＴＡ＿２） 　作動（左方向）

　サービスモジュール　独立テレマティックユニット（ＢＴＡ＿２） 　作動（左方向）

　サンルーフ 　ムービングパネルサイクル

　サンルーフ 　制御ボタン照明

　シートベルト未装着ＬＥＤユニット 　全警告灯スイッチ

　シートベルト未装着ＬＥＤユニット 　全警告灯照明

　シートベルト未装着ＬＥＤユニット（ＴＮＢ＿２０１０） 　全警告灯スイッチ

　シートベルト未装着ＬＥＤユニット（ＴＮＢ＿２０１０） 　全警告灯照明

　シグナリングヒューズボックス（ＢＳＧ＿Ｓ） 　バンパーランプ内蔵リア右サイドランプコマンド

　シグナリングヒューズボックス（ＢＳＧ＿Ｓ） 　バンパーランプ内蔵リア右ターンシグナルランプコマンド

　シグナリングヒューズボックス（ＢＳＧ＿Ｓ） 　バンパーランプ内蔵リア左サイドランプコマンド

　シグナリングヒューズボックス（ＢＳＧ＿Ｓ） 　バンパーランプ内蔵リア左ターンシグナルランプコマンド

　ステアリングコラム上部ＥＣＵ 　ブザー

　ステアリングホイールアンダーコントロール（ＨＤＣ） 　イグニッションキーリマインダー

　ステアリングホイールアンダーコントロール（ＨＤＣ） 　ウィンカー（高音）

　ステアリングホイールアンダーコントロール（ＨＤＣ） 　ウィンカー（低音）

　ステアリングホイールアンダーコントロール（ＨＤＣ） 　パーキングエイド（短い高音）

　ステアリングホイールアンダーコントロール（ＨＤＣ） 　パーキングエイド（短い低音）

　ステアリングホイールアンダーコントロール（ＨＤＣ） 　パーキングエイド（長い高音）

　ステアリングホイールアンダーコントロール（ＨＤＣ） 　パーキングエイド（長い低音）

　ステアリングホイールアンダーコントロール（ＨＤＣ） 　ヘッドランプリマインダー

　ステアリングホイールアンダーコントロール（ＨＤＣ） 　警告

　ステアリングホイールアンダーコントロール（ＨＤＣ） 　警告確認

　ステアリングホイールアンダーコントロール（ＨＤＣ） 　事前警告

　ステアリングホイールアンダースイッチモジュール 　イグニッションキーリマインダー

　ステアリングホイールアンダースイッチモジュール 　インジケーター

　ステアリングホイールアンダースイッチモジュール 　ターンシグナルランプ

　ステアリングホイールアンダースイッチモジュール 　パーキングアシスト

　ステアリングホイールアンダースイッチモジュール 　ヘッドランプリマインダー

　ステアリングホイールアンダースイッチモジュール 　警告

　ステアリングホイールアンダースイッチモジュール 　警告確認

　ステアリングホイールアンダースイッチモジュール 　事前警告

　ステアリングホイールコントロール 　イグニッションキーリマインダー

　ステアリングホイールコントロール 　インジケーター

　ステアリングホイールコントロール 　ターンシグナルランプ

　ステアリングホイールコントロール 　パーキングアシスト

　ステアリングホイールコントロール 　ヘッドランプリマインダー

　ステアリングホイールコントロール 　警告

　ステアリングホイールコントロール 　警告確認

　ステアリングホイールコントロール 　事前警告

　ステアリングホイールコントロール（ＣＯＭ２００８Ｐ） 　イグニッションキーリマインダー

　ステアリングホイールコントロール（ＣＯＭ２００８Ｐ） 　キャンセル

　ステアリングホイールコントロール（ＣＯＭ２００８Ｐ） 　シートベルト非着用警告音

　ステアリングホイールコントロール（ＣＯＭ２００８Ｐ） 　ターンシグナルランプ（ハイピッチサウンド）

　ステアリングホイールコントロール（ＣＯＭ２００８Ｐ） 　ターンシグナルランプ（ローピッチサウンド）

　ステアリングホイールコントロール（ＣＯＭ２００８Ｐ） 　ターンシグナルランプ故障

　ステアリングホイールコントロール（ＣＯＭ２００８Ｐ） 　警告

　ステアリングホイールコントロール（ＣＯＭ２００８Ｐ） 　警告音

　ステアリングホイールコントロール（ＣＯＭ２００８Ｐ） 　左側ライトＯＮ

　ステアリングホイールコントロール（ＣＯＭ２００８Ｐ） 　接近音（フロントパーキングアシスト）

　ステアリングホイールコントロール（ＣＯＭ２００８Ｐ） 　接近音（リアパーキングアシスト）

　ステアリングホイールコントロール（ＣＯＭ２００８Ｐ） 　連続音（フロントパーキングアシスト）

　ステアリングホイールコントロール（ＣＯＭ２００８Ｐ） 　連続音（リアパーキングアシスト）

　ステアリングホイールコントロール（ＨＤＣ） 　イグニッションキーリマインダー

　ステアリングホイールコントロール（ＨＤＣ） 　インジケーター

　ステアリングホイールコントロール（ＨＤＣ） 　ターンシグナルランプ

　ステアリングホイールコントロール（ＨＤＣ） 　パーキングアシスト

　ステアリングホイールコントロール（ＨＤＣ） 　ヘッドランプリマインダー

　ステアリングホイールコントロール（ＨＤＣ） 　警告

　ステアリングホイールコントロール（ＨＤＣ） 　警告確認

　ステアリングホイールコントロール（ＨＤＣ） 　事前警告

　ステアリングホイールコントロール（ＶＣＣＦ） 　イグニッションキーリマインダー

　ステアリングホイールコントロール（ＶＣＣＦ） 　ウィンカー（高音）

　ステアリングホイールコントロール（ＶＣＣＦ） 　ウィンカー（低音）

　ステアリングホイールコントロール（ＶＣＣＦ） 　パーキングエイド（短い高音）



●シトロエン　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　ステアリングホイールコントロール（ＶＣＣＦ） 　パーキングエイド（短い低音）

　ステアリングホイールコントロール（ＶＣＣＦ） 　パーキングエイド（長い高音）

　ステアリングホイールコントロール（ＶＣＣＦ） 　パーキングエイド（長い低音）

　ステアリングホイールコントロール（ＶＣＣＦ） 　ヘッドランプリマインダー

　ステアリングホイールコントロール（ＶＣＣＦ） 　警告

　ステアリングホイールコントロール（ＶＣＣＦ） 　警告確認

　ステアリングホイールコントロール（ＶＣＣＦ） 　事前警告

　ステアリングホイールコントロール（オートサーチ（アンダーステアリングホイールコントローラー）） 　イグニッションキーリマインダー

　ステアリングホイールコントロール（オートサーチ（アンダーステアリングホイールコントローラー）） 　インジケーター

　ステアリングホイールコントロール（オートサーチ（アンダーステアリングホイールコントローラー）） 　キャンセル

　ステアリングホイールコントロール（オートサーチ（アンダーステアリングホイールコントローラー）） 　シートベルト非着用警告音

　ステアリングホイールコントロール（オートサーチ（アンダーステアリングホイールコントローラー）） 　ターンシグナルランプ

　ステアリングホイールコントロール（オートサーチ（アンダーステアリングホイールコントローラー）） 　ターンシグナルランプ（ハイピッチサウンド）

　ステアリングホイールコントロール（オートサーチ（アンダーステアリングホイールコントローラー）） 　ターンシグナルランプ（ローピッチサウンド）

　ステアリングホイールコントロール（オートサーチ（アンダーステアリングホイールコントローラー）） 　ターンシグナルランプ故障

　ステアリングホイールコントロール（オートサーチ（アンダーステアリングホイールコントローラー）） 　パーキングアシスト

　ステアリングホイールコントロール（オートサーチ（アンダーステアリングホイールコントローラー）） 　ヘッドランプリマインダー

　ステアリングホイールコントロール（オートサーチ（アンダーステアリングホイールコントローラー）） 　警告

　ステアリングホイールコントロール（オートサーチ（アンダーステアリングホイールコントローラー）） 　警告音

　ステアリングホイールコントロール（オートサーチ（アンダーステアリングホイールコントローラー）） 　警告確認

　ステアリングホイールコントロール（オートサーチ（アンダーステアリングホイールコントローラー）） 　左側ライトＯＮ

　ステアリングホイールコントロール（オートサーチ（アンダーステアリングホイールコントローラー）） 　事前警告

　ステアリングホイールコントロール（オートサーチ（アンダーステアリングホイールコントローラー）） 　接近音（フロントパーキングアシスト）

　ステアリングホイールコントロール（オートサーチ（アンダーステアリングホイールコントローラー）） 　接近音（リアパーキングアシスト）

　ステアリングホイールコントロール（オートサーチ（アンダーステアリングホイールコントローラー）） 　連続音（フロントパーキングアシスト）

　ステアリングホイールコントロール（オートサーチ（アンダーステアリングホイールコントローラー）） 　連続音（リアパーキングアシスト）

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　イグニッションキーリマインダー

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　ウィンカー（高音）

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　ウィンカー（低音）

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　キャンセル

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　シートベルト非着用警告音

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　ターンシグナルランプ（ハイピッチサウンド）

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　ターンシグナルランプ（ローピッチサウンド）

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　ターンシグナルランプ故障

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　パーキングエイド（短い高音）

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　パーキングエイド（短い低音）

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　パーキングエイド（長い高音）

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　パーキングエイド（長い低音）

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　ブザー

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　ヘッドランプリマインダー

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　警告

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　警告音

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　警告確認

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　左側ライトＯＮ

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　事前警告

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　接近音（フロントパーキングアシスト）

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　接近音（リアパーキングアシスト）

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　連続音（フロントパーキングアシスト）

　ステアリングホイールスイッチモジュール 　連続音（リアパーキングアシスト）

　ステアリングホイールスイッチモジュール（ＣＯＭ２００８Ｐ） 　イグニッションキーリマインダー

　ステアリングホイールスイッチモジュール（ＣＯＭ２００８Ｐ） 　キャンセル

　ステアリングホイールスイッチモジュール（ＣＯＭ２００８Ｐ） 　シートベルト非着用警告音

　ステアリングホイールスイッチモジュール（ＣＯＭ２００８Ｐ） 　ターンシグナルランプ（ハイピッチサウンド）

　ステアリングホイールスイッチモジュール（ＣＯＭ２００８Ｐ） 　ターンシグナルランプ（ローピッチサウンド）

　ステアリングホイールスイッチモジュール（ＣＯＭ２００８Ｐ） 　ターンシグナルランプ故障

　ステアリングホイールスイッチモジュール（ＣＯＭ２００８Ｐ） 　警告

　ステアリングホイールスイッチモジュール（ＣＯＭ２００８Ｐ） 　警告音

　ステアリングホイールスイッチモジュール（ＣＯＭ２００８Ｐ） 　左側ライトＯＮ

　ステアリングホイールスイッチモジュール（ＣＯＭ２００８Ｐ） 　接近音（フロントパーキングアシスト）

　ステアリングホイールスイッチモジュール（ＣＯＭ２００８Ｐ） 　接近音（リアパーキングアシスト）

　ステアリングホイールスイッチモジュール（ＣＯＭ２００８Ｐ） 　連続音（フロントパーキングアシスト）

　ステアリングホイールスイッチモジュール（ＣＯＭ２００８Ｐ） 　連続音（リアパーキングアシスト）

　ステアリングホイールスイッチモジュール（ＨＤＣ） 　イグニッションキーリマインダー

　ステアリングホイールスイッチモジュール（ＨＤＣ） 　インジケーター

　ステアリングホイールスイッチモジュール（ＨＤＣ） 　ターンシグナルランプ

　ステアリングホイールスイッチモジュール（ＨＤＣ） 　パーキングアシスト

　ステアリングホイールスイッチモジュール（ＨＤＣ） 　ヘッドランプリマインダー

　ステアリングホイールスイッチモジュール（ＨＤＣ） 　警告

　ステアリングホイールスイッチモジュール（ＨＤＣ） 　警告確認

　ステアリングホイールスイッチモジュール（ＨＤＣ） 　事前警告

　ステアリングホイールスイッチモジュール（オートサーチ（ステアリングホイールスイッチモジュール）） 　イグニッションキーリマインダー

　ステアリングホイールスイッチモジュール（オートサーチ（ステアリングホイールスイッチモジュール）） 　インジケーター

　ステアリングホイールスイッチモジュール（オートサーチ（ステアリングホイールスイッチモジュール）） 　キャンセル

　ステアリングホイールスイッチモジュール（オートサーチ（ステアリングホイールスイッチモジュール）） 　シートベルト非着用警告音

　ステアリングホイールスイッチモジュール（オートサーチ（ステアリングホイールスイッチモジュール）） 　ターンシグナルランプ

　ステアリングホイールスイッチモジュール（オートサーチ（ステアリングホイールスイッチモジュール）） 　ターンシグナルランプ（ハイピッチサウンド）

　ステアリングホイールスイッチモジュール（オートサーチ（ステアリングホイールスイッチモジュール）） 　ターンシグナルランプ（ローピッチサウンド）

　ステアリングホイールスイッチモジュール（オートサーチ（ステアリングホイールスイッチモジュール）） 　ターンシグナルランプ故障

　ステアリングホイールスイッチモジュール（オートサーチ（ステアリングホイールスイッチモジュール）） 　パーキングアシスト

　ステアリングホイールスイッチモジュール（オートサーチ（ステアリングホイールスイッチモジュール）） 　ヘッドランプリマインダー

　ステアリングホイールスイッチモジュール（オートサーチ（ステアリングホイールスイッチモジュール）） 　警告

　ステアリングホイールスイッチモジュール（オートサーチ（ステアリングホイールスイッチモジュール）） 　警告音

　ステアリングホイールスイッチモジュール（オートサーチ（ステアリングホイールスイッチモジュール）） 　警告確認

　ステアリングホイールスイッチモジュール（オートサーチ（ステアリングホイールスイッチモジュール）） 　左側ライトＯＮ

　ステアリングホイールスイッチモジュール（オートサーチ（ステアリングホイールスイッチモジュール）） 　事前警告

　ステアリングホイールスイッチモジュール（オートサーチ（ステアリングホイールスイッチモジュール）） 　接近音（フロントパーキングアシスト）

　ステアリングホイールスイッチモジュール（オートサーチ（ステアリングホイールスイッチモジュール）） 　接近音（リアパーキングアシスト）

　ステアリングホイールスイッチモジュール（オートサーチ（ステアリングホイールスイッチモジュール）） 　連続音（フロントパーキングアシスト）

　ステアリングホイールスイッチモジュール（オートサーチ（ステアリングホイールスイッチモジュール）） 　連続音（リアパーキングアシスト）

　スライディングサイドドアモジュール 　右側ドア（閉）

　スライディングサイドドアモジュール 　右側ロックコントロール

　スライディングサイドドアモジュール 　開閉音
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　スライディングサイドドアモジュール 　挟み込み防止警告音

　スライディングサイドドアモジュール 　左側ドアコントロール

　スライディングサイドドアモジュール 　左側ロックコントロール

　スライディングサイドドアモジュール 　動作不良音

　ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター（ＢＥＭＰ＿２） 　左右動作（方位）

　ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター（ＢＥＭＰ＿２） 　上下動作（高さ）

　ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター（ＬＡＤＣＴ） 　左右動作（方位）

　ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター（ＬＡＤＣＴ） 　上下動作（高さ）

　ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター（プロジェクターズ） 　センターポジション

　ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター（プロジェクターズ） 　ノミナルポジションに設定

　ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター（プロジェクターズ） 　右側アングルランプ消灯

　ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター（プロジェクターズ） 　右側アングルランプ照明

　ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター（プロジェクターズ） 　右側センターポジション

　ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター（プロジェクターズ） 　右側をノミナルポジションに設定

　ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター（プロジェクターズ） 　右側作動（右方向）

　ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター（プロジェクターズ） 　右側作動（下方向）

　ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター（プロジェクターズ） 　右側作動（左方向）

　ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター（プロジェクターズ） 　右側作動（上方向）

　ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター（プロジェクターズ） 　左側アングルランプ消灯

　ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター（プロジェクターズ） 　左側アングルランプ照明

　ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター（プロジェクターズ） 　左側センターポジション

　ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター（プロジェクターズ） 　左側をノミナルポジションに設定

　ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター（プロジェクターズ） 　左側作動（右方向）

　ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター（プロジェクターズ） 　左側作動（下方向）

　ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター（プロジェクターズ） 　左側作動（左方向）

　ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター（プロジェクターズ） 　左側作動（上方向）

　ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター（プロジェクターズ） 　作動（右方向）

　ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター（プロジェクターズ） 　作動（下方向）

　ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター（プロジェクターズ） 　作動（左方向）

　ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター（プロジェクターズ） 　作動（上方向）

　タッチスクリーン 　タッチボタンバックランプ制御

　ディーゼル添加剤ポンプ（ＰＡＤＤＧＯ＿ＴＩ＿Ｅ６） 　ディーゼル添加剤ポンプ

　ディーゼル添加剤ポンプ（ＰＯＭＰＥ＿ＭＵＸ＿ＭＧＩ） 　添加剤ポンプ（動作音点検）

　ディーゼル添加剤ポンプ（ＰＯＭＰＥ＿ＭＵＸ＿ＭＧＩ） 　添加剤ポンプ流量点検

　ディーゼル添加剤機能 　ディーゼル添加剤ポンプ

　ディーゼル燃料添加剤制御ユニット 　ディーゼル添加剤ポンプ

　ディーゼル燃料添加剤制御ユニット（ＡＤＤＧＯ２） 　ディーゼル添加剤ポンプ

　ディーゼル燃料添加剤制御ユニット（ＰＡＤＤＧＯ＿ＴＩ＿Ｅ６） 　ディーゼル添加剤ポンプ

　ディスプレー 　スクリーンＯＦＦ

　ディスプレー 　スクリーンＯＮ

　ディスプレー 　スクリーンスイッチＯＦＦ

　ディスプレー 　スクリーンスイッチＯＮ

　ディスプレー 　ブラックパネルモード

　ディスプレー 　表示テスト

　ディスプレー　テレマティクス（ＲＮＥＧ２０１０） 　ファン点検

　ディスプレー　テレマティクス（ＲＮＥＧ２０１０） 　フロント右スピーカー

　ディスプレー　テレマティクス（ＲＮＥＧ２０１０） 　フロント左スピーカー

　ディスプレー　テレマティクス（ＲＮＥＧ２０１０） 　リア右スピーカー

　ディスプレー　テレマティクス（ＲＮＥＧ２０１０） 　リア左スピーカー

　ディスプレー　テレマティクス（ＲＮＥＧ２０１０） 　画面ＯＦＦ

　ディスプレー　テレマティクス（ＲＮＥＧ２０１０） 　画面ＯＮ

　ディスプレー　テレマティクス（ＲＮＥＧ２０１０） 　視覚リバースアシスト機能点検

　ディスプレー　テレマティクス（ＳＭＥＧプラス） 　ファン点検

　ディスプレー　テレマティクス（ＳＭＥＧプラス） 　フロント右スピーカー

　ディスプレー　テレマティクス（ＳＭＥＧプラス） 　フロント左スピーカー

　ディスプレー　テレマティクス（ＳＭＥＧプラス） 　リア右スピーカー

　ディスプレー　テレマティクス（ＳＭＥＧプラス） 　リア左スピーカー

　ディスプレー　テレマティクス（ＳＭＥＧプラス） 　画面ＯＦＦ

　ディスプレー　テレマティクス（ＳＭＥＧプラス） 　画面ＯＮ

　ディスプレー　テレマティクス（ＳＭＥＧプラス） 　視覚リバースアシスト機能点検

　ディスプレー　テレマティクス（オートサーチ（テレマティクス）） 　ファン点検

　ディスプレー　テレマティクス（オートサーチ（テレマティクス）） 　フロント右スピーカー

　ディスプレー　テレマティクス（オートサーチ（テレマティクス）） 　フロント左スピーカー

　ディスプレー　テレマティクス（オートサーチ（テレマティクス）） 　リア右スピーカー

　ディスプレー　テレマティクス（オートサーチ（テレマティクス）） 　リア左スピーカー

　ディスプレー　テレマティクス（オートサーチ（テレマティクス）） 　画面ＯＦＦ

　ディスプレー　テレマティクス（オートサーチ（テレマティクス）） 　画面ＯＮ

　ディスプレー　テレマティクス（オートサーチ（テレマティクス）） 　視覚リバースアシスト機能点検

　ディレクショナルヘッドライト 　センターポジション

　ディレクショナルヘッドライト 　ノミナルポジションに設定

　ディレクショナルヘッドライト 　作動（右方向）

　ディレクショナルヘッドライト 　作動（下方向）

　ディレクショナルヘッドライト 　作動（左方向）

　ディレクショナルヘッドライト 　作動（上方向）

　テレマティクス（ＲＡＤＩＯＮＡＶ＿ＲＮＥＧ＿ＥＣＯ） 　ＧＰＳナビゲーションモジュール再初期化

　テレマティクス（ＲＡＤＩＯＮＡＶ＿ＲＮＥＧ＿ＥＣＯ） 　スクリーンスイッチＯＦＦ

　テレマティクス（ＲＡＤＩＯＮＡＶ＿ＲＮＥＧ＿ＥＣＯ） 　スクリーンスイッチＯＮ

　テレマティクス（ＲＡＤＩＯＮＡＶ＿ＲＮＥＧ＿ＥＣＯ） 　テレマティックスユニットフロントパネル１照明

　テレマティクス（ＲＡＤＩＯＮＡＶ＿ＲＮＥＧ＿ＥＣＯ） 　テレマティックスユニットフロントパネル２照明

　テレマティクス（ＲＡＤＩＯＮＡＶ＿ＲＮＥＧ＿ＥＣＯ） 　ファン点検

　テレマティクス（ＲＡＤＩＯＮＡＶ＿ＲＮＥＧ＿ＥＣＯ） 　フロント右スピーカー１

　テレマティクス（ＲＡＤＩＯＮＡＶ＿ＲＮＥＧ＿ＥＣＯ） 　フロント右スピーカー２

　テレマティクス（ＲＡＤＩＯＮＡＶ＿ＲＮＥＧ＿ＥＣＯ） 　フロント右スピーカー３

　テレマティクス（ＲＡＤＩＯＮＡＶ＿ＲＮＥＧ＿ＥＣＯ） 　フロント左スピーカー１

　テレマティクス（ＲＡＤＩＯＮＡＶ＿ＲＮＥＧ＿ＥＣＯ） 　フロント左スピーカー２

　テレマティクス（ＲＡＤＩＯＮＡＶ＿ＲＮＥＧ＿ＥＣＯ） 　フロント左スピーカー３

　テレマティクス（ＲＡＤＩＯＮＡＶ＿ＲＮＥＧ＿ＥＣＯ） 　リア右スピーカー１

　テレマティクス（ＲＡＤＩＯＮＡＶ＿ＲＮＥＧ＿ＥＣＯ） 　リア右スピーカー２

　テレマティクス（ＲＡＤＩＯＮＡＶ＿ＲＮＥＧ＿ＥＣＯ） 　リア右スピーカー３

　テレマティクス（ＲＡＤＩＯＮＡＶ＿ＲＮＥＧ＿ＥＣＯ） 　リア左スピーカー１

　テレマティクス（ＲＡＤＩＯＮＡＶ＿ＲＮＥＧ＿ＥＣＯ） 　リア左スピーカー２

　テレマティクス（ＲＡＤＩＯＮＡＶ＿ＲＮＥＧ＿ＥＣＯ） 　リア左スピーカー３
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　テレマティクス（ＳＭＥＧプラス） 　ファン点検

　テレマティクス（ＳＭＥＧプラス） 　フロント右スピーカー

　テレマティクス（ＳＭＥＧプラス） 　フロント左スピーカー

　テレマティクス（ＳＭＥＧプラス） 　リア右スピーカー

　テレマティクス（ＳＭＥＧプラス） 　リア左スピーカー

　テレマティクス（ＳＭＥＧプラス） 　画面ＯＦＦ

　テレマティクス（ＳＭＥＧプラス） 　画面ＯＮ

　テレマティクス（ＳＭＥＧプラス） 　視覚リバースアシスト機能点検

　テレマティクスユニット（ＳＭＥＧプラス） 　ファン点検

　テレマティクスユニット（ＳＭＥＧプラス） 　フロント右スピーカー

　テレマティクスユニット（ＳＭＥＧプラス） 　フロント左スピーカー

　テレマティクスユニット（ＳＭＥＧプラス） 　リア右スピーカー

　テレマティクスユニット（ＳＭＥＧプラス） 　リア左スピーカー

　テレマティクスユニット（ＳＭＥＧプラス） 　画面ＯＦＦ

　テレマティクスユニット（ＳＭＥＧプラス） 　画面ＯＮ

　テレマティクスユニット（ＳＭＥＧプラス） 　視覚リバースアシスト機能点検

　テレマティック 　フロントパネルラジオナビゲーション照明

　テレマティック 　フロント右スピーカー

　テレマティック 　フロント左スピーカー

　テレマティック 　リア右スピーカー

　テレマティック 　リア左スピーカー

　テレマティック 　画面ＯＦＦ

　テレマティック 　画面ＯＮ

　テレマティック（ＲＮＥＧナビゲーションラジオ） 　フロントパネルラジオナビゲーション照明

　テレマティック（ＲＮＥＧナビゲーションラジオ） 　フロント右スピーカー

　テレマティック（ＲＮＥＧナビゲーションラジオ） 　フロント左スピーカー

　テレマティック（ＲＮＥＧナビゲーションラジオ） 　リア右スピーカー

　テレマティック（ＲＮＥＧナビゲーションラジオ） 　リア左スピーカー

　テレマティック（ＲＮＥＧナビゲーションラジオ） 　画面ＯＦＦ

　テレマティック（ＲＮＥＧナビゲーションラジオ） 　画面ＯＮ

　テレマティック（ＳＭＥＧプラス） 　ファン点検

　テレマティック（ＳＭＥＧプラス） 　フロント右スピーカー

　テレマティック（ＳＭＥＧプラス） 　フロント左スピーカー

　テレマティック（ＳＭＥＧプラス） 　リア右スピーカー

　テレマティック（ＳＭＥＧプラス） 　リア左スピーカー

　テレマティック（ＳＭＥＧプラス） 　画面ＯＦＦ

　テレマティック（ＳＭＥＧプラス） 　画面ＯＮ

　テレマティック（ＳＭＥＧプラス） 　視覚リバースアシスト機能点検

　テレマティックユニット　オーディオナビゲーション（ＳＭＥＧプラス） 　ファン点検

　テレマティックユニット　オーディオナビゲーション（ＳＭＥＧプラス） 　フロント右スピーカー

　テレマティックユニット　オーディオナビゲーション（ＳＭＥＧプラス） 　フロント左スピーカー

　テレマティックユニット　オーディオナビゲーション（ＳＭＥＧプラス） 　リア右スピーカー

　テレマティックユニット　オーディオナビゲーション（ＳＭＥＧプラス） 　リア左スピーカー

　テレマティックユニット　オーディオナビゲーション（ＳＭＥＧプラス） 　画面ＯＦＦ

　テレマティックユニット　オーディオナビゲーション（ＳＭＥＧプラス） 　画面ＯＮ

　テレマティックユニット　オーディオナビゲーション（ＳＭＥＧプラス） 　視覚リバースアシスト機能点検

　ドアコントロールパッド（ＰＤＰＣ＿ＵＤＳ） 　フロント右ウィンドウ制御　－　開

　ドアコントロールパッド（ＰＤＰＣ＿ＵＤＳ） 　フロント右ウィンドウ制御　－　閉

　ドアコントロールパッド（ＰＤＰＣ＿ＵＤＳ） 　フロント左ウィンドウ制御　－　開

　ドアコントロールパッド（ＰＤＰＣ＿ＵＤＳ） 　フロント左ウィンドウ制御　－　閉

　ドアコントロールパッド（ＰＤＰＣ＿ＵＤＳ） 　ミラー格納／展開　－　開

　ドアコントロールパッド（ＰＤＰＣ＿ＵＤＳ） 　ミラー格納／展開　－　閉

　ドアコントロールパッド（ＰＤＰＣ＿ＵＤＳ） 　リア右ウィンドウ制御　－　開

　ドアコントロールパッド（ＰＤＰＣ＿ＵＤＳ） 　リア右ウィンドウ制御　－　閉

　ドアコントロールパッド（ＰＤＰＣ＿ＵＤＳ） 　リア左ウィンドウ制御　－　開

　ドアコントロールパッド（ＰＤＰＣ＿ＵＤＳ） 　リア左ウィンドウ制御　－　閉

　ドライビングスクール 　ＯＦＦ制御警告灯

　ドライビングスクール 　ウィンカーオＯＦＦ制御警告灯

　ドライビングスクール 　サイドランプＯＮ制御警告灯

　ドライビングスクール 　サイドランプ点灯

　ドライビングスクール 　ハイビームＯＮ制御警告灯

　ドライビングスクール 　ハイビーム点灯

　ドライビングスクール 　ハンドオーバー点灯

　ドライビングスクール 　フォグランプＯＦＦ制御警告灯

　ドライビングスクール 　フォグランプ制御警告灯

　ドライビングスクール 　フォグランプ点灯

　ドライビングスクール 　ロービームＯＮ制御警告灯

　ドライビングスクール 　ロービーム点灯

　ドライビングスクール 　右ウィンカーＯＮ制御警告灯

　ドライビングスクール 　右ウィンカー点灯

　ドライビングスクール 　検査モード変更インジケーターランプ

　ドライビングスクール 　左ウィンカーＯＮ制御警告灯

　ドライビングスクール 　左ウィンカー点灯

　ドライビングスクールモード 　ＯＦＦ制御警告灯

　ドライビングスクールモード 　ウィンカーオＯＦＦ制御警告灯

　ドライビングスクールモード 　サイドランプＯＮ制御警告灯

　ドライビングスクールモード 　サイドランプ点灯

　ドライビングスクールモード 　ハイビームＯＮ制御警告灯

　ドライビングスクールモード 　ハイビーム点灯

　ドライビングスクールモード 　ハンドオーバー点灯

　ドライビングスクールモード 　フォグランプＯＦＦ制御警告灯

　ドライビングスクールモード 　フォグランプ制御警告灯

　ドライビングスクールモード 　フォグランプ点灯

　ドライビングスクールモード 　ロービームＯＮ制御警告灯

　ドライビングスクールモード 　ロービーム点灯

　ドライビングスクールモード 　右ウィンカーＯＮ制御警告灯

　ドライビングスクールモード 　右ウィンカー点灯

　ドライビングスクールモード 　検査モード変更インジケーターランプ

　ドライビングスクールモード 　左ウィンカーＯＮ制御警告灯

　ドライビングスクールモード 　左ウィンカー点灯

　トラクションバッテリーＥＣＵ（ＴＢＭＵ） 　トラクションバッテリー冷却ブロワー

　パーキングアシスタンス 　超音波センサーテスト



●シトロエン　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　パーキングアシスタンス（ＡＡＳ） 　ブザー制御

　パーキングアシスタンス（ＡＡＳ） 　超音波センサーテスト

　パーキングアシスタンス（ＡＡＳ＿ＵＤＳ） 　超音波センサーテスト

　パーキングアシスタンス（オートサーチ（パーキングアシスト）） 　ブザー制御

　パーキングアシスタンス（オートサーチ（パーキングアシスト）） 　超音波センサーテスト

　パーキングエイド 　ブザー制御

　パーキングエイド 　リアブザー

　パーキングエイド 　警告灯発信

　パーキングエイド 　超音波センサーテスト

　ハイブリッドコントロールＥＣＵ　１（ＨＣＵ１　ユーロ６） 　ドライブトレインクーリング系統ウォーターポンプ

　ハイブリッドコントロールＥＣＵ　１（ＨＣＵ１　ユーロ６） 　リダクションギア

　ハイブリッドコントロールＥＣＵ　２（ＨＣＵ２　ユーロ６） 　ドライブトレインクーリング系統ウォーターポンプ

　ハイブリッドコントロールＥＣＵ　２（ＨＣＵ２　ユーロ６） 　リダクションギア

　ハイブリッドモードセレクター（ＭＣＭ） 　ＬＥＤテスト１

　ハイブリッドモードセレクター（ＭＣＭ） 　ＬＥＤテスト２

　バイブレーターコントロールＥＣＵ（ＢＰＶ） 　右側ブザーテスト

　バイブレーターコントロールＥＣＵ（ＢＰＶ） 　左側ブザーテスト

　ハイヘッドビジョン 　スピードメーター

　ハイヘッドビジョン 　セパレート制御点灯

　ハイヘッドビジョン 　ディスプレー照度

　ハイヘッドビジョン 　ナビゲーション表示

　ハイヘッドビジョン 　全セグメント表示

　ハイヘッドビジョン 　表示高さ

　ハイヘッドビジョン（ＶＴＨ） 　ディスプレーストリップ照度制御

　ハイヘッドビジョン（ＶＴＨ） 　ディスプレーストリップ制御調整

　ハイヘッドビジョン（ＶＴＨ） 　ディスプレーストリップ展開／切断

　ハイヘッドビジョン（ＶＴＨ） 　バー表示テスト

　ハイヘッドビジョン（ＶＴＨ＿ＵＤＳ） 　ディスプレーストリップ照度制御

　ハイヘッドビジョン（ＶＴＨ＿ＵＤＳ） 　ディスプレーストリップ制御調整

　ハイヘッドビジョン（ＶＴＨ＿ＵＤＳ） 　ディスプレーストリップ展開／切断

　ハイヘッドビジョン（ＶＴＨ＿ＵＤＳ） 　ピクセル制御

　パワーステアリング 　電動ポンプユニットモーター

　パワーステアリング（ＤＡＥ＿Ａ５１５） 　パワーステアリングモーター

　パワーステアリング（ＧＥＰ） 　電磁ポンプＡＳＳＹモーター

　パワーステアリング（ＳＳＣＵ） 　ＭＩＬ警告灯

　パワーステアリング（ＳＳＣＵ） 　インジェクター停止１

　パワーステアリング（ＳＳＣＵ） 　インジェクター停止２

　パワーステアリング（ＳＳＣＵ） 　インジェクター停止３

　パワーステアリング（ＳＳＣＵ） 　インジェクター停止４

　パワーステアリング（ＳＳＣＵ） 　エンジン温度警告灯

　パワーステアリング（ＳＳＣＵ） 　ファンＡＳＳＹ１

　パワーステアリング（ＳＳＣＵ） 　ファンＡＳＳＹ２

　パワーステアリング（ＳＳＣＵ） 　フューエルフローレギュレーター

　パワーステアリング（ＳＳＣＵ） 　フューエルポンプリレー

　パワーステアリング（ＳＳＣＵ） 　プレ／ポストヒーティングリレー

　パワーステアリング（ＳＳＣＵ） 　高圧系統圧縮テスト

　パワーステアリング（ＳＳＣＵ） 　電動ＥＧＲバルブテスト（動作音点検）

　パワーステアリング（ＳＳＣＵ） 　油圧警告灯

　パワーステアリング（オートサーチ（パワーステアリング）） 　電磁ポンプＡＳＳＹモーター

　パワーステアリングエレクトリックポンプユニット 　電磁ポンプＡＳＳＹモーター

　パワーステアリングエレクトリックポンプユニット（ＧＥＰ） 　電磁ポンプＡＳＳＹモーター

　パワーステアリングエレクトリックポンプユニット（ＧＥＰ） 　電動ポンプユニットモーター

　ハンズフリーキット 　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ周辺機器検索

　ハンズフリーキット 　スピーカーにオーディオ信号送信

　ハンズフリーキット（ＢＯＩＴＩＥＲ＿ＮＯＭＡＤＥ） 　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ周辺機器検索

　ハンズフリーキット（ＢＯＩＴＩＥＲ＿ＮＯＭＡＤＥ） 　スピーカーにオーディオ信号送信

　ハンズフリーキット（ＫＭＬ） 　トランク外部アンテナによるハンズフリーリモコン検出点検

　ハンズフリーキット（ＫＭＬ） 　フロント右ドアハンドルアンテナによるハンズフリーリモコン検出点検

　ハンズフリーキット（ＫＭＬ） 　フロント左ドアハンドルアンテナによるハンズフリーリモコン検出点検

　ハンズフリーキット（ＫＭＬ） 　一般車両アンロッキングコマンド（チャイルドロック）作動

　ハンズフリーキット（ＫＭＬ） 　一般車両アンロッキングコマンド（チャイルドロック）非作動

　ハンズフリーキット（ＫＭＬ） 　車外ハンズフリーリモコン検出点検

　ハンズフリーキット（ＫＭＬ） 　車内（センターアームレスト）ハンズフリーリモコン検出点検

　ハンズフリーキット（ＫＭＬ） 　車内（ダッシュボード）ハンズフリーリモコン検出点検

　ハンズフリーキット（ＫＭＬ） 　車内（フロント　トランク内）ハンズフリーリモコン検出点検

　ハンズフリーキット（ＫＭＬ） 　車両トランク内ハンズフリーリモコン検出点検

　ハンズフリーキット（ＫＭＬ） 　選択的車両アンロッキングコマンド（チャイルドロック）作動

　ハンズフリーキット（ＫＭＬ） 　選択的車両アンロッキングコマンド（チャイルドロック）非作動

　ハンズフリースターティングアクセスエレクトロニックモジュール（ＢＭＬ） 　トランク外部アンテナによるハンズフリーリモコン検出点検

　ハンズフリースターティングアクセスエレクトロニックモジュール（ＢＭＬ） 　フロント右ドアハンドルアンテナによるハンズフリーリモコン検出点検

　ハンズフリースターティングアクセスエレクトロニックモジュール（ＢＭＬ） 　フロント左ドアハンドルアンテナによるハンズフリーリモコン検出点検

　ハンズフリースターティングアクセスエレクトロニックモジュール（ＢＭＬ） 　一般車両アンロッキングコマンド（チャイルドロック）作動

　ハンズフリースターティングアクセスエレクトロニックモジュール（ＢＭＬ） 　一般車両アンロッキングコマンド（チャイルドロック）非作動

　ハンズフリースターティングアクセスエレクトロニックモジュール（ＢＭＬ） 　車外ハンズフリーリモコン検出点検

　ハンズフリースターティングアクセスエレクトロニックモジュール（ＢＭＬ） 　車内（センターアームレスト）ハンズフリーリモコン検出点検

　ハンズフリースターティングアクセスエレクトロニックモジュール（ＢＭＬ） 　車内（ダッシュボード）ハンズフリーリモコン検出点検

　ハンズフリースターティングアクセスエレクトロニックモジュール（ＢＭＬ） 　車内（フロント　トランク内）ハンズフリーリモコン検出点検

　ハンズフリースターティングアクセスエレクトロニックモジュール（ＢＭＬ） 　車両トランク内ハンズフリーリモコン検出点検

　ハンズフリースターティングアクセスエレクトロニックモジュール（ＢＭＬ） 　選択的車両アンロッキングコマンド（チャイルドロック）作動

　ハンズフリースターティングアクセスエレクトロニックモジュール（ＢＭＬ） 　選択的車両アンロッキングコマンド（チャイルドロック）非作動

　ヒーター　換気 　ディストリビューションモーター

　ヒーター　換気 　ディスプレーセグメント点灯

　ヒーター　換気 　フロントパネル照明

　ヒーター　換気 　フロントブロワーモーター

　ヒーター　換気 　運転席ミキシングモーター

　ヒーター　換気 　機能警告灯およびボタン照明

　ヒーター　換気 　再循環モーター

　ヒーター　換気 　助手席ミキシングモーター

　ビルトインシステムインターフェイス 　１列目カーテシーランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　２列目カーテシーランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　ＣＡＮからのエアコンブロワーユニットコマンド

　ビルトインシステムインターフェイス 　ＣＡＮを介したファンＡＳＳＹ制御



●シトロエン　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　ビルトインシステムインターフェイス 　ＣＤＳまたはＥＳＰスイッチＯＦＦ制御警告灯

　ビルトインシステムインターフェイス 　ＣＤＳまたはＥＳＰ抑制インジケーターランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　ＬＩＮネットワークからのフロントウィンドウワイパーコマンド（停止位置）

　ビルトインシステムインターフェイス 　ＬＩＮネットワークからのフロントウィンドウワイパーコマンド（連続動作）

　ビルトインシステムインターフェイス 　ＳＴＯＰ／ＳＴＡＲＴリレー

　ビルトインシステムインターフェイス 　ＳＴＯＰ／ＳＴＡＲＴ制御ランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　アラームサイレン

　ビルトインシステムインターフェイス 　アンロッキング

　ビルトインシステムインターフェイス 　アンロッキング制御ロック

　ビルトインシステムインターフェイス 　イグニッションリレー制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　ウィンドウおよびサンルーフスイッチ電源供給

　ビルトインシステムインターフェイス 　エアコンコンプレッサー制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　エアコンブロワー制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　エアコンリレー制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　エアバッグ異常ディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス 　エアポンプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　エアポンプ制御（特定のガソリンエンジンのみ）

　ビルトインシステムインターフェイス 　エキゾーストヒートリカバリーシステムウォーターポンプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　エマージェンシーランプＬＥＤ

　ビルトインシステムインターフェイス 　エンジン駆動時出力点検（シートヒーター作動許可）

　ビルトインシステムインターフェイス 　エンジン油圧警告表示

　ビルトインシステムインターフェイス 　エンジン油温警告表示

　ビルトインシステムインターフェイス 　エンジン冷却水レベル警告表示

　ビルトインシステムインターフェイス 　カーテシーランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　カーテシーランプ点灯コマンド

　ビルトインシステムインターフェイス 　カーテシーランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　コンパートメント／トランクランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　サイドランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　サプライ

　ビルトインシステムインターフェイス 　サンルーフまたはブラインドスイッチ電源供給

　ビルトインシステムインターフェイス 　シートベルト非着用警告灯表示

　ビルトインシステムインターフェイス 　システムステータスＬＥＤ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　ストップアンドスタートインジケーターランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　ストップアンドスタートボタンＬＥＤ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　ストップアンドスタートモードでの再試行回数カウンター０リセット

　ビルトインシステムインターフェイス 　ストップランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　スライディングサイドドアロック制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　ターンシグナル（右）

　ビルトインシステムインターフェイス 　ターンシグナル（左）

　ビルトインシステムインターフェイス 　ディーゼル燃料内水検出ディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス 　デイタイムランニングランプ

　ビルトインシステムインターフェイス
　デイタイムランニング専用フロントランプ制御
（５／２１Ｗダブルフィラメントバルブ２１Ｗ部分）またはヘッドランプ洗浄制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　デッドロッキング制御ロック

　ビルトインシステムインターフェイス 　デフロストボタンＬＥＤ

　ビルトインシステムインターフェイス 　ドアアンロック

　ビルトインシステムインターフェイス 　ドアシル

　ビルトインシステムインターフェイス 　ドアシルランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　ドアステータスインジケーター

　ビルトインシステムインターフェイス 　ドアデッドロックリレー

　ビルトインシステムインターフェイス 　ドアロック

　ビルトインシステムインターフェイス 　トランクランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　トランク開

　ビルトインシステムインターフェイス 　トランク開コマンド

　ビルトインシステムインターフェイス 　トランク開制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　トランク照明コマンド

　ビルトインシステムインターフェイス 　トランク照明制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　ナンバープレートランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　ナンバープレート点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　ハイビーム

　ビルトインシステムインターフェイス 　ハイビーム点検

　ビルトインシステムインターフェイス 　ハザードランプＬＥＤ

　ビルトインシステムインターフェイス 　ハザード警告灯インジケーター

　ビルトインシステムインターフェイス 　バッテリーチャージ異常ディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス 　パドルランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　パワーウィンドウおよびサンルーフリレー供給

　ビルトインシステムインターフェイス 　ヒーター付きリアガラス１

　ビルトインシステムインターフェイス 　ヒーター付きリアガラス２

　ビルトインシステムインターフェイス 　ヒーター付きリアガラスＬＥＤ

　ビルトインシステムインターフェイス 　ヒーター付きリアガラス制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　ファンＡＳＳＹ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　フォグランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　フォグランプ（リア）

　ビルトインシステムインターフェイス 　フューエルポンプカットオフ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　ブレーキランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　ブレーキランプコマンド

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントインテリアランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントウィンドウウォッシャー制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントウィンドウワイパー高速制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントウィンドウワイパー制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントウィンドウワイパー制御（高速）

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントウィンドウワイパー制御（低速）

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントウィンドウワイパー低速制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントカーテシーランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントカーテシーランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントガラスウォッシャー

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントガラスウォッシャーポンプリレー

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントガラスワイパー（高速）

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントガラスワイパー（低速）

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントガラスワイパー高速

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントガラスワイパー低速

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントサイドランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントドアシルランプ点灯制御
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システム名 項目名

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントドアロックロッキング

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントパワーウィンドウスイッチ供給

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントフォグランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントフォグランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロントまたはキャブドアロック　デッドロック制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロント右ウィンドウ

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロント右デイタイムランニングランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロント右パワーウィンドウ下降制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロント右パワーウィンドウ上昇制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロント左ウィンドウ

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロント左デイタイムランニングランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロント左パワーウィンドウ下降制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　フロント左パワーウィンドウ上昇制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　ヘッドライトウォッシャー

　ビルトインシステムインターフェイス 　ヘッドランプウォッシャー

　ビルトインシステムインターフェイス 　ヘッドランプウォッシュ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　ヘッドランプ洗浄またはエンジン駆動出力制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　ホーン制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　マーカーランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　メインヘッドランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアウィンドウウォッシャーポンプリレー

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアウィンドウウォッシャー制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアウィンドウおよびサンルーフスイッチ電源供給

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアウィンドウスイッチ供給

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアウィンドウデフロスト制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアウィンドウワイパーコマンド

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアウィンドウ開コマンド

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアウィンドウ開制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアウィンドウ洗浄制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアカーテシーランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアカーテシーランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアガラスデフォッガー

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアガラスデフォッガー警告灯

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアサイドランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアシーリングライト

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアテールランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアドアシルランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアドアステータス警告灯

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアドアデッドロックまたは負荷領域またはチャイルドセーフティー作動制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアドアロック制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアフォグランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアフォグランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リアワイパー制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リア右パワーウィンドウ開制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リア右パワーウィンドウ閉制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リア右フォグランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　リア左パワーウィンドウ下降制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リア左パワーウィンドウ開制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リア左パワーウィンドウ上昇制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リア左パワーウィンドウ閉制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　リア左フォグランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　リバースランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　リバースランプコマンド

　ビルトインシステムインターフェイス 　ロードコンパートメントカーテシーランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　ロードコンパートメントドアロッキングステータス表示灯

　ビルトインシステムインターフェイス 　ロービーム

　ビルトインシステムインターフェイス 　ロービーム点検

　ビルトインシステムインターフェイス 　ロッキング

　ビルトインシステムインターフェイス 　ロッキング制御ロック

　ビルトインシステムインターフェイス 　ロック（デッドロッキング）

　ビルトインシステムインターフェイス 　右インジケーター

　ビルトインシステムインターフェイス 　右ウィンカー制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　右スタティックウィンカー制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　右側サイドランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　右側フラッシャー

　ビルトインシステムインターフェイス 　右側ライト制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　運転席ドアロックまたは負荷領域制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　携帯用トランク照明

　ビルトインシステムインターフェイス 　警告灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　高速ワイパーコマンド

　ビルトインシステムインターフェイス 　左インジケーター

　ビルトインシステムインターフェイス 　左ウィンカー制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　左サイドランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　左スタティックウィンカー制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　左側サイドランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　左側フラッシャー

　ビルトインシステムインターフェイス 　左側ライト制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　最低燃料レベルディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス 　室内照明

　ビルトインシステムインターフェイス 　車内ディスプレーおよびボタン照明制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　車両保護ステータスインジケーターランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　助手席コンパートメントロック／警告灯保護制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　第３（センター）ブレーキランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　第３ストップランプ

　ビルトインシステムインターフェイス 　追加抵抗ＰＴＣ１およびＰＴＣ２制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　追加抵抗ＰＴＣ１制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　追加抵抗ＰＴＣ２制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　低速ワイパーコマンド

　ビルトインシステムインターフェイス 　曇り止め制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　負荷低減リレー制御

　ビルトインシステムインターフェイス 　夜間ライト

　ビルトインシステムインターフェイス 　冷却水温警告表示



●シトロエン　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　ＣＡＮからのエアコンブロワーユニットコマンド

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　ＣＡＮを介したファンＡＳＳＹ制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　ＣＤＳまたはＥＳＰ抑制インジケーターランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　ＬＩＮネットワークからのフロントウィンドウワイパーコマンド（停止位置）

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　ＬＩＮネットワークからのフロントウィンドウワイパーコマンド（連続動作）

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　アンロッキング制御ロック

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　エアコンコンプレッサー制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　エアバッグ異常ディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　エアポンプ制御（特定のガソリンエンジンのみ）

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　エンジン駆動時出力点検（シートヒーター作動許可）

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　エンジン油圧警告表示

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　エンジン油温警告表示

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　エンジン冷却水レベル警告表示

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　サンルーフまたはブラインドスイッチ電源供給

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　シートベルト非着用警告灯表示

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　ディーゼル燃料内水検出ディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　デッドロッキング制御ロック

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　トランクランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　トランク開コマンド

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　トランク照明コマンド

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　ハイビーム点検

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　バッテリーチャージ異常ディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　フロントウィンドウウォッシャー制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　フロントカーテシーランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　フロントドアシルランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　フロントパワーウィンドウスイッチ供給

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　ヘッドランプ洗浄またはエンジン駆動出力制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　ホーン制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　リアウィンドウスイッチ供給

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　リアウィンドウ開コマンド

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　リアウィンドウ洗浄制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　リアカーテシーランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　リアドアシルランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　リアドアデッドロックまたは負荷領域またはチャイルドセーフティー作動制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　リアフォグランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　リアワイパー制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　リア右パワーウィンドウ開制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　リア右パワーウィンドウ閉制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　リア左パワーウィンドウ下降制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　リア左パワーウィンドウ上昇制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　リバースランプコマンド

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　ロービーム点検

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　ロッキング制御ロック

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　右ウィンカー制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　右側ライト制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　左ウィンカー制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　左側ライト制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　最低燃料レベルディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　車内ディスプレーおよびボタン照明制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　助手席コンパートメントロック／警告灯保護制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　追加抵抗ＰＴＣ１およびＰＴＣ２制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　追加抵抗ＰＴＣ１制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　追加抵抗ＰＴＣ２制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　曇り止め制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　冷却水温警告表示

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　ＣＡＮからのエアコンブロワーユニットコマンド

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　ＣＡＮを介したファンＡＳＳＹ制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　ＣＤＳまたはＥＳＰ抑制インジケーターランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　ＬＩＮネットワークからのフロントウィンドウワイパーコマンド（停止位置）

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　ＬＩＮネットワークからのフロントウィンドウワイパーコマンド（連続動作）

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　アンロッキング制御ロック

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　エアコンコンプレッサー制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　エアバッグ異常ディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　エアポンプ制御（特定のガソリンエンジンのみ）

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　エンジン駆動時出力点検（シートヒーター作動許可）

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　エンジン油圧警告表示

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　エンジン油温警告表示

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　エンジン冷却水レベル警告表示

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　サンルーフまたはブラインドスイッチ電源供給

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　シートベルト非着用警告灯表示

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　ディーゼル燃料内水検出ディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　デッドロッキング制御ロック

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　トランクランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　トランク開コマンド

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　トランク照明コマンド

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　ハイビーム点検

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　バッテリーチャージ異常ディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　フロントウィンドウウォッシャー制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　フロントカーテシーランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　フロントドアシルランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　フロントパワーウィンドウスイッチ供給

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　ヘッドランプ洗浄またはエンジン駆動出力制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　ホーン制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　リアウィンドウスイッチ供給

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　リアウィンドウ開コマンド

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　リアウィンドウ洗浄制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　リアカーテシーランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　リアドアシルランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　リアドアデッドロックまたは負荷領域またはチャイルドセーフティー作動制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　リアフォグランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　リアワイパー制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　リア右パワーウィンドウ開制御



●シトロエン　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　リア右パワーウィンドウ閉制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　リア左パワーウィンドウ下降制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　リア左パワーウィンドウ上昇制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　リバースランプコマンド

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　ロービーム点検

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　ロッキング制御ロック

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　右ウィンカー制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　右側ライト制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　左ウィンカー制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　左側ライト制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　最低燃料レベルディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　車内ディスプレーおよびボタン照明制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　助手席コンパートメントロック／警告灯保護制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　追加抵抗ＰＴＣ１およびＰＴＣ２制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　追加抵抗ＰＴＣ１制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　追加抵抗ＰＴＣ２制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　曇り止め制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ） 　冷却水温警告表示

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　ＣＡＮからのエアコンブロワーユニットコマンド

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　ＣＡＮを介したファンＡＳＳＹ制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　ＣＤＳまたはＥＳＰ抑制インジケーターランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　ＬＩＮネットワークからのフロントウィンドウワイパーコマンド（停止位置）

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　ＬＩＮネットワークからのフロントウィンドウワイパーコマンド（連続動作）

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　アンロッキング制御ロック

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　エアコンコンプレッサー制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　エアバッグ異常ディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　エアポンプ制御（特定のガソリンエンジンのみ）

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　エンジン駆動時出力点検（シートヒーター作動許可）

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　エンジン油圧警告表示

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　エンジン油温警告表示

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　エンジン冷却水レベル警告表示

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　サンルーフまたはブラインドスイッチ電源供給

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　シートベルト非着用警告灯表示

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　ディーゼル燃料内水検出ディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　デッドロッキング制御ロック

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　トランクランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　トランク開コマンド

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　トランク照明コマンド

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　ハイビーム点検

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　バッテリーチャージ異常ディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　フロントウィンドウウォッシャー制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　フロントカーテシーランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　フロントドアシルランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　フロントパワーウィンドウスイッチ供給

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　ヘッドランプ洗浄またはエンジン駆動出力制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　ホーン制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　リアウィンドウスイッチ供給

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　リアウィンドウ開コマンド

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　リアウィンドウ洗浄制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　リアカーテシーランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　リアドアシルランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　リアドアデッドロックまたは負荷領域またはチャイルドセーフティー作動制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　リアフォグランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　リアワイパー制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　リア右パワーウィンドウ開制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　リア右パワーウィンドウ閉制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　リア左パワーウィンドウ下降制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　リア左パワーウィンドウ上昇制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　リバースランプコマンド

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　ロービーム点検

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　ロッキング制御ロック

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　右ウィンカー制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　右側ライト制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　左ウィンカー制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　左側ライト制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　最低燃料レベルディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　車内ディスプレーおよびボタン照明制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　助手席コンパートメントロック／警告灯保護制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　追加抵抗ＰＴＣ１およびＰＴＣ２制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　追加抵抗ＰＴＣ１制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　追加抵抗ＰＴＣ２制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　曇り止め制御

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ２０１０） 　冷却水温警告表示

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　ＣＡＮからのエアコンブロワーユニットコマンド

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　ＣＡＮを介したファンＡＳＳＹ制御

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　ＣＤＳまたはＥＳＰ抑制インジケーターランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　ＬＩＮネットワークからのフロントウィンドウワイパーコマンド（停止位置）

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　ＬＩＮネットワークからのフロントウィンドウワイパーコマンド（連続動作）

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　アンロッキング制御ロック

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　エアコンコンプレッサー制御

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　エアバッグ異常ディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　エアポンプ制御（特定のガソリンエンジンのみ）

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　エンジン駆動時出力点検（シートヒーター作動許可）

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　エンジン油圧警告表示

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　エンジン油温警告表示

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　エンジン冷却水レベル警告表示

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　サンルーフまたはブラインドスイッチ電源供給

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　シートベルト非着用警告灯表示

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　ディーゼル燃料内水検出ディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　デッドロッキング制御ロック

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　トランクランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　トランク開コマンド
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システム名 項目名

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　トランク照明コマンド

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　ハイビーム点検

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　バッテリーチャージ異常ディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　フロントウィンドウウォッシャー制御

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　フロントカーテシーランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　フロントドアシルランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　フロントパワーウィンドウスイッチ供給

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　ヘッドランプ洗浄またはエンジン駆動出力制御

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　ホーン制御

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　リアウィンドウスイッチ供給

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　リアウィンドウ開コマンド

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　リアウィンドウ洗浄制御

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　リアカーテシーランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　リアドアシルランプ点灯制御

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　リアドアデッドロックまたは負荷領域またはチャイルドセーフティー作動制御

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　リアフォグランプ制御

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　リアワイパー制御

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　リア右パワーウィンドウ開制御

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　リア右パワーウィンドウ閉制御

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　リア左パワーウィンドウ下降制御

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　リア左パワーウィンドウ上昇制御

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　リバースランプコマンド

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　ロービーム点検

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　ロッキング制御ロック

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　右ウィンカー制御

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　右側ライト制御

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　左ウィンカー制御

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　左側ライト制御

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　最低燃料レベルディスプレー

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　車内ディスプレーおよびボタン照明制御

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　助手席コンパートメントロック／警告灯保護制御

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　追加抵抗ＰＴＣ１およびＰＴＣ２制御

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　追加抵抗ＰＴＣ１制御

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　追加抵抗ＰＴＣ２制御

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　曇り止め制御

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　冷却水温警告表示

　ブラインドスポットモニタリング（ＳＡＭ） 　センサー全体点検

　ブラインドスポットモニタリング（ＳＡＭ） 　左ミラー表示灯テスト

　フロントサンルーフ 　ムービングパネルサイクル

　フロントサンルーフ 　制御ボタン照明

　ヘッドランプアジャスター　ディレクショナルヘッドランプ 　上下運動１（高さ）

　ヘッドランプアジャスター　ディレクショナルヘッドランプ 　上下運動２（高さ）

　ボディーワーク変換ユニット（ＢＴＣ） 　イグニッション後側正極情報リレー

　ボディーワーク変換ユニット（ＢＴＣ） 　エアコンリレー

　ボディーワーク変換ユニット（ＢＴＣ） 　エンジン作動情報リレー

　ボディーワーク変換ユニット（ＢＴＣ） 　ストップランプ

　ボディーワーク変換ユニット（ＢＴＣ） 　フォグランプ（車両＆トレーラー）

　ボディーワーク変換ユニット（ＢＴＣ） 　リア右サイドマーカーランプ（車両＆トレーラー）

　ボディーワーク変換ユニット（ＢＴＣ） 　リア右ターンインジケーター（車両＆トレーラー）

　ボディーワーク変換ユニット（ＢＴＣ） 　リア左サイドマーカーランプ（車両＆トレーラー）

　ボディーワーク変換ユニット（ＢＴＣ） 　リア左ターンインジケーター（車両＆トレーラー）

　ボディーワーク変換ユニット（ＢＴＣ） 　リバースランプ

　ボディーワーク変換ユニット（ＢＴＣ） 　負荷低減リレー

　マルチファンクション 　スクリーンＯＦＦ

　マルチファンクション 　スクリーンＯＮ

　マルチファンクション 　表示テスト

　マルチファンクションスクリーン 　スクリーンＯＦＦ

　マルチファンクションスクリーン 　スクリーンＯＮ

　マルチファンクションスクリーン 　表示テスト

　マルチファンクションスクリーン（ＥＭＦ＿Ａ＿ＵＤＳ） 　スクリーンスイッチＯＦＦ

　マルチファンクションスクリーン（ＥＭＦ＿Ａ＿ＵＤＳ） 　スクリーンスイッチＯＮ

　マルチファンクションスクリーン（ＥＭＦ＿Ａ＿ＵＤＳ） 　ブラックパネルモード

　マルチファンクションスクリーン（ＥＭＦ＿Ａ＿ＵＤＳ） 　表示テスト

　マルチファンクションスクリーン（タイプ　’Ｃ　カラー’（ドットマトリックス）） 　スクリーンＯＦＦ

　マルチファンクションスクリーン（タイプ　’Ｃ　カラー’（ドットマトリックス）） 　スクリーンＯＮ

　マルチファンクションスクリーン（タイプ　’Ｃ　カラー’（ドットマトリックス）） 　表示テスト

　マルチファンクションスクリーン（タイプ’Ｃ’　（ドットマトリックス）） 　スクリーンＯＦＦ

　マルチファンクションスクリーン（タイプ’Ｃ’　（ドットマトリックス）） 　スクリーンＯＮ

　マルチファンクションスクリーン（タイプ’Ｃ’　（ドットマトリックス）） 　表示テスト

　マルチファンクションスクリーン（タイプ’Ｃ　カラー’（ドットマトリックス）） 　スクリーンＯＦＦ

　マルチファンクションスクリーン（タイプ’Ｃ　カラー’（ドットマトリックス）） 　スクリーンＯＮ

　マルチファンクションスクリーン（タイプ’Ｃ　カラー’（ドットマトリックス）） 　表示テスト

　マルチファンクションディスプレー 　スクリーンＯＦＦ

　マルチファンクションディスプレー 　スクリーンＯＮ

　マルチファンクションディスプレー 　画面ＯＦＦ

　マルチファンクションディスプレー 　画面照明

　マルチファンクションディスプレー 　表示テスト

　マルチファンクションディスプレー（タイプＣ（ドットマトリックス）） 　スクリーンＯＦＦ

　マルチファンクションディスプレー（タイプＣ（ドットマトリックス）） 　スクリーンＯＮ

　マルチファンクションディスプレー（タイプＣ（ドットマトリックス）） 　表示テスト

　マルチファンクションディスプレー（タイプＣカラー（ドットマトリックス）） 　スクリーンＯＦＦ

　マルチファンクションディスプレー（タイプＣカラー（ドットマトリックス）） 　スクリーンＯＮ

　マルチファンクションディスプレー（タイプＣカラー（ドットマトリックス）） 　表示テスト

　マルチファンクションビデオカメラ（ＣＭＦ） 　ハイビーム制御

　マルチプレクスコントロールパネル 　コントロールパネルインジケーターランプ照明点検１

　マルチプレクスコントロールパネル 　コントロールパネルインジケーターランプ照明点検２

　マルチプレクスコントロールパネル 　コントロールパネル照明点検１

　マルチプレクスコントロールパネル 　コントロールパネル照明点検２

　マルチプレクスコントロールパネル 　温度インジケーターセグメント表示点検１

　マルチプレクスコントロールパネル 　温度インジケーターセグメント表示点検２

　マルチプレクスコントロールパネル（ＦＭＵＸ） 　コントロールパネルインジケーターランプ照明点検

　マルチプレクスコントロールパネル（ＦＭＵＸ） 　コントロールパネル照明点検
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システム名 項目名

　マルチプレクスコントロールパネル（ＦＭＵＸ） 　温度インジケーターセグメント表示点検

　マルチプレクスコントロールパネル（ＦＭＵＸ） 　再循環＆エアインレットモーター

　マルチプレクスコントロールパネル（ＦＭＵＸ） 　助手席コンパートメントエアブロワー

　マルチプレクス添加剤ポンプ 　ディーゼル添加剤ポンプ

　マルチプレクス添加剤追加ポンプＥＣＵ 　ディーゼル添加剤ポンプ

　マルチプレクス添加剤添加ポンプ（ＰＯＭＰＥ＿ＭＵＸ＿ＭＧＩ） 　添加剤ポンプ（動作音点検）

　マルチプレクス添加剤添加ポンプ（ＰＯＭＰＥ＿ＭＵＸ＿ＭＧＩ） 　添加剤ポンプ流量点検

　ミドルサンルーフ 　０点

　ミドルサンルーフ 　スライド全開

　ミドルサンルーフ 　チルト全開

　ムービングパネルデフレクター（ムービングパネルデフレクター） 　全開位置制御

　ムービングパネルデフレクター（ムービングパネルデフレクター） 　全閉位置制御

　ムービングパネルデフレクター（歩行者衝突検知） 　全開位置制御

　ムービングパネルデフレクター（歩行者衝突検知） 　全閉位置制御

　ラジオ 　ＡＭ周波数帯でのラジオ周波数サーチ

　ラジオ 　ＦＭ周波数帯でのラジオ周波数サーチ

　ラジオ 　パネル点灯

　ラジオ 　フロントパネル照明

　ラジオ 　フロント右スピーカー可聴音放射

　ラジオ 　フロント左スピーカー可聴音放射

　ラジオ 　ラウドスピーカーでのビープ音増幅放射

　ラジオ 　ラジオパネル点灯

　ラジオ 　ラジオ周波数サーチ

　ラジオ 　リア右スピーカー可聴音放射

　ラジオ 　リア左スピーカー可聴音放射

　ラジオ 　警告音（フロント右スピーカー）

　ラジオ 　警告音（フロント左スピーカー）

　ラジオ 　警告音（リア右スピーカー）

　ラジオ 　警告音（リア左スピーカー）

　ラジオ 　高周波数検索

　ラジオ（ＲＤ４） 　ＡＭ周波数帯でのラジオ周波数サーチ

　ラジオ（ＲＤ４） 　ＦＭ周波数帯でのラジオ周波数サーチ

　ラジオ（ＲＤ４） 　パネル点灯

　ラジオ（ＲＤ４） 　フロントパネル照明

　ラジオ（ＲＤ４） 　ラウドスピーカーでのビープ音増幅放射

　ラジオ（ＲＤ４） 　ラジオ周波数サーチ

　ラジオ（ＲＤ４） 　警告音（フロント右スピーカー）

　ラジオ（ＲＤ４） 　警告音（フロント左スピーカー）

　ラジオ（ＲＤ４） 　警告音（リア右スピーカー）

　ラジオ（ＲＤ４） 　警告音（リア左スピーカー）

　ラジオ（ＲＤ４５） 　フロントパネル照明

　ラジオ（ＲＤ４５） 　警告音（フロント右スピーカー）

　ラジオ（ＲＤ４５） 　警告音（フロント左スピーカー）

　ラジオ（ＲＤ４５） 　警告音（リア右スピーカー）

　ラジオ（ＲＤ４５） 　警告音（リア左スピーカー）

　ラジオ（ＲＤＥ） 　フロントパネル照明

　ラジオ（ＲＤＥ） 　ラジオ周波数サーチ

　ラジオ（ＲＤＥ） 　警告音（フロント右スピーカー）

　ラジオ（ＲＤＥ） 　警告音（フロント左スピーカー）

　ラジオ（ＲＤＥ） 　警告音（リア右スピーカー）

　ラジオ（ＲＤＥ） 　警告音（リア左スピーカー）

　ラジオ（オートサーチ（ラジオ）） 　フロントパネル照明

　ラジオ（オートサーチ（ラジオ）） 　ラジオ周波数サーチ

　ラジオ（オートサーチ（ラジオ）） 　警告音（フロント右スピーカー）

　ラジオ（オートサーチ（ラジオ）） 　警告音（フロント左スピーカー）

　ラジオ（オートサーチ（ラジオ）） 　警告音（リア右スピーカー）

　ラジオ（オートサーチ（ラジオ）） 　警告音（リア左スピーカー）

　ラジオ（オートラジオ） 　フロントパネル照明

　ラジオ（オートラジオ） 　ラジオ周波数サーチ

　ラジオ（オートラジオ） 　警告音（フロント右スピーカー）

　ラジオ（オートラジオ） 　警告音（フロント左スピーカー）

　ラジオ（オートラジオ） 　警告音（リア右スピーカー）

　ラジオ（オートラジオ） 　警告音（リア左スピーカー）

　ラジオ　無線電話 　ＵＳＢ周辺機器トラック変更

　ラジオ　無線電話 　フロントパネル照明

　ラジオ　無線電話 　ボリュームコントロールテスト

　ラジオ　無線電話 　ラウドネス機能テスト

　ラジオ　無線電話 　ラジオ周波数サーチ

　ラジオ　無線電話 　警告音（フロント右スピーカー）

　ラジオ　無線電話 　警告音（フロント左スピーカー）

　ラジオ　無線電話 　警告音（リア右スピーカー）

　ラジオ　無線電話 　警告音（リア左スピーカー）

　ラジオ　無線電話 　左右バランステスト

　ラジオ　無線電話 　前後バランステスト

　ラジオアンプ（ＡＭＰＬＩ　ＡＵＤＩＯ） 　サブウーファーコイル１テスト

　ラジオアンプ（ＡＭＰＬＩ　ＡＵＤＩＯ） 　サブウーファーコイル２テスト

　ラジオアンプ（ＡＭＰＬＩ　ＡＵＤＩＯ） 　フロント右ウーファーテスト

　ラジオアンプ（ＡＭＰＬＩ　ＡＵＤＩＯ） 　フロント右ツイーターテスト

　ラジオアンプ（ＡＭＰＬＩ　ＡＵＤＩＯ） 　フロント左ウーファーテスト

　ラジオアンプ（ＡＭＰＬＩ　ＡＵＤＩＯ） 　フロント左ツイーターテスト

　ラジオアンプ（ＡＭＰＬＩ　ＡＵＤＩＯ） 　リア右ラウドスピーカーテスト

　ラジオアンプ（ＡＭＰＬＩ　ＡＵＤＩＯ） 　リア左ラウドスピーカーテスト

　リアエアコンテーブル 　ライティングレベル

　リアエアコンテーブル 　ランプ＆ボタン

　リアエアコンテーブル 　リアディストリビューションモーター

　リアエアコンテーブル 　リアブロワー

　リアエアコンテーブル（ＴＡＢ＿ＣＬＩＭ＿ＡＲ） 　ライティングレベル

　リアエアコンテーブル（ＴＡＢ＿ＣＬＩＭ＿ＡＲ） 　ランプ＆ボタン

　リアエアコンテーブル（ＴＡＢ＿ＣＬＩＭ＿ＡＲ） 　リアディストリビューションモーター

　リアエアコンテーブル（ＴＡＢ＿ＣＬＩＭ＿ＡＲ） 　リアブロワー

　リアサンルーフ 　０点

　リアサンルーフ 　スライド全開
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システム名 項目名

　リアサンルーフ 　チルト全開

　リモートインストルメントパネルユニット 　オートマチックギアボックスインジケーター１

　リモートインストルメントパネルユニット 　オートマチックギアボックスインジケーター１０

　リモートインストルメントパネルユニット 　オートマチックギアボックスインジケーター１１

　リモートインストルメントパネルユニット 　オートマチックギアボックスインジケーター１２

　リモートインストルメントパネルユニット 　オートマチックギアボックスインジケーター１３

　リモートインストルメントパネルユニット 　オートマチックギアボックスインジケーター１４

　リモートインストルメントパネルユニット 　オートマチックギアボックスインジケーター１５

　リモートインストルメントパネルユニット 　オートマチックギアボックスインジケーター１６

　リモートインストルメントパネルユニット 　オートマチックギアボックスインジケーター１７

　リモートインストルメントパネルユニット 　オートマチックギアボックスインジケーター１８

　リモートインストルメントパネルユニット 　オートマチックギアボックスインジケーター１９

　リモートインストルメントパネルユニット 　オートマチックギアボックスインジケーター２

　リモートインストルメントパネルユニット 　オートマチックギアボックスインジケーター２０

　リモートインストルメントパネルユニット 　オートマチックギアボックスインジケーター３

　リモートインストルメントパネルユニット 　オートマチックギアボックスインジケーター４

　リモートインストルメントパネルユニット 　オートマチックギアボックスインジケーター５

　リモートインストルメントパネルユニット 　オートマチックギアボックスインジケーター６

　リモートインストルメントパネルユニット 　オートマチックギアボックスインジケーター７

　リモートインストルメントパネルユニット 　オートマチックギアボックスインジケーター８

　リモートインストルメントパネルユニット 　オートマチックギアボックスインジケーター９

　リモートインストルメントパネルユニット 　ブラックパネル

　リモートインストルメントパネルユニット 　液晶画面照明１

　リモートインストルメントパネルユニット 　液晶画面照明２

　リモートインストルメントパネルユニット 　回転数カウンター

　リモートインストルメントパネルユニット 　表示テスト１

　リモートインストルメントパネルユニット 　表示テスト２

　レイン－サンライトセンサー（ＣＤＰＬ＿ＵＤＳ＿ＨＥＬＬＡ） 　タッチボタンバックランプ制御

　右側ヘッドライト 　ヘッドランプ

　運転席シートポジションメモリーモジュール（ＢＤＭＣ） 　シートクッション（下降）

　運転席シートポジションメモリーモジュール（ＢＤＭＣ） 　シートクッション（上昇）

　運転席シートポジションメモリーモジュール（ＢＤＭＣ） 　シートレール作動（後方向）

　運転席シートポジションメモリーモジュール（ＢＤＭＣ） 　シートレール作動（前方向）

　運転席シートポジションメモリーモジュール（ＢＤＭＣ） 　シート高さ（下降）

　運転席シートポジションメモリーモジュール（ＢＤＭＣ） 　シート高さ（上昇）

　運転席シートポジションメモリーモジュール（ＢＤＭＣ） 　チルトシートバック（後方向）

　運転席シートポジションメモリーモジュール（ＢＤＭＣ） 　チルトシートバック（前方向）

　運転席シートポジションメモリーモジュール（ＢＤＭＣ） 　急速スライド後退動作

　運転席シートポジションメモリーモジュール（ＢＤＭＣ） 　急速スライド前進

　運転席シート記憶ユニット 　シートクッション（下降）

　運転席シート記憶ユニット 　シートクッション（上昇）

　運転席シート記憶ユニット 　シートレール作動（後方向）

　運転席シート記憶ユニット 　シートレール作動（前方向）

　運転席シート記憶ユニット 　シート高さ（下降）

　運転席シート記憶ユニット 　シート高さ（上昇）

　運転席シート記憶ユニット 　チルトシートバック（後方向）

　運転席シート記憶ユニット 　チルトシートバック（前方向）

　運転席シート記憶ユニット 　急速スライド後退動作

　運転席シート記憶ユニット 　急速スライド前進

　運転席ドアエレクトロニクス 　ドアスイッチパネル照明

　運転席ドアエレクトロニクス 　運転席側ウィンドウ（閉）

　運転席ドアエレクトロニクス 　運転席側ウィンドウ開

　運転席ドアエレクトロニクス 　運転席側ドアミラー（デフロスト）

　運転席ドアエレクトロニクス 　運転席側ドアミラー（格納）

　運転席ドアエレクトロニクス 　運転席側ドアミラー（展開）

　運転席ドアエレクトロニクス 　運転席側ドアミラー調整（右方向）

　運転席ドアエレクトロニクス 　運転席側ドアミラー調整（下方向）

　運転席ドアエレクトロニクス 　運転席側ドアミラー調整（左方向）

　運転席ドアエレクトロニクス 　運転席側ドアミラー調整（上方向）

　運転席ドアモジュール 　ドアスイッチパネル照明

　運転席ドアモジュール 　運転席側ウィンドウ（閉）

　運転席ドアモジュール 　運転席側ウィンドウ開

　運転席ドアモジュール 　運転席側ドアミラー（デフロスト）

　運転席ドアモジュール 　運転席側ドアミラー（格納）

　運転席ドアモジュール 　運転席側ドアミラー（展開）

　運転席ドアモジュール 　運転席側ドアミラー調整（右方向）

　運転席ドアモジュール 　運転席側ドアミラー調整（下方向）

　運転席ドアモジュール 　運転席側ドアミラー調整（左方向）

　運転席ドアモジュール 　運転席側ドアミラー調整（上方向）

　運転席ドアモジュール（ＥＤＰＣ） 　ウィンドウ制御

　運転席ドアモジュール（ＥＤＰＣ） 　エクステリアミラーガラス制御

　運転席ドアモジュール（ＥＤＰＣ） 　ミラー折り畳み／展開

　運転席ドアモジュール（ＥＤＰＣ） 　ミラー曇り止め

　運転席ドアモジュール（ＥＤＰＣ） 　ライトコントロール

　運転席ドアモジュール（ＰＤＰＣ） 　フロント右ウィンドウ制御

　運転席ドアモジュール（ＰＤＰＣ） 　フロント左ウィンドウ制御

　運転席ドアモジュール（ＰＤＰＣ） 　リアビューミラー折り畳み／展開

　運転席ドアモジュール（ＰＤＰＣ） 　リア右ウィンドウ制御（オプション装備）

　運転席ドアモジュール（ＰＤＰＣ） 　リア左ウィンドウ制御（オプション装備）

　運転席ドアモジュール（ＰＤＰＣ） 　運転席ドアモジュール照明制御

　運転席ドアモジュール（ＰＤＰＣ＿ＵＤＳ） 　フロント右ウィンドウ制御　－　開

　運転席ドアモジュール（ＰＤＰＣ＿ＵＤＳ） 　フロント右ウィンドウ制御　－　閉

　運転席ドアモジュール（ＰＤＰＣ＿ＵＤＳ） 　フロント左ウィンドウ制御　－　開

　運転席ドアモジュール（ＰＤＰＣ＿ＵＤＳ） 　フロント左ウィンドウ制御　－　閉

　運転席ドアモジュール（ＰＤＰＣ＿ＵＤＳ） 　ミラー格納／展開　－　開

　運転席ドアモジュール（ＰＤＰＣ＿ＵＤＳ） 　ミラー格納／展開　－　閉

　運転席ドアモジュール（ＰＤＰＣ＿ＵＤＳ） 　リア右ウィンドウ制御　－　開

　運転席ドアモジュール（ＰＤＰＣ＿ＵＤＳ） 　リア右ウィンドウ制御　－　閉

　運転席ドアモジュール（ＰＤＰＣ＿ＵＤＳ） 　リア左ウィンドウ制御　－　開

　運転席ドアモジュール（ＰＤＰＣ＿ＵＤＳ） 　リア左ウィンドウ制御　－　閉

　運転席ドアモジュール（オートサーチ（運転席ドアモジュール）） 　ウィンドウ制御

　運転席ドアモジュール（オートサーチ（運転席ドアモジュール）） 　エクステリアミラーガラス制御



●シトロエン　アクティブテスト(Ver 2022.10)
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　運転席ドアモジュール（オートサーチ（運転席ドアモジュール）） 　フロント右ウィンドウ制御

　運転席ドアモジュール（オートサーチ（運転席ドアモジュール）） 　フロント左ウィンドウ制御

　運転席ドアモジュール（オートサーチ（運転席ドアモジュール）） 　ミラー折り畳み／展開

　運転席ドアモジュール（オートサーチ（運転席ドアモジュール）） 　ミラー曇り止め

　運転席ドアモジュール（オートサーチ（運転席ドアモジュール）） 　ライトコントロール

　運転席ドアモジュール（オートサーチ（運転席ドアモジュール）） 　リアビューミラー折り畳み／展開

　運転席ドアモジュール（オートサーチ（運転席ドアモジュール）） 　リア右ウィンドウ制御（オプション装備）

　運転席ドアモジュール（オートサーチ（運転席ドアモジュール）） 　リア左ウィンドウ制御（オプション装備）

　運転席ドアモジュール（オートサーチ（運転席ドアモジュール）） 　運転席ドアモジュール照明制御

　記憶ユニット 　シートレール作動（後方向）

　記憶ユニット 　シートレール作動（前方向）

　記憶ユニット 　シート高さ（下降）

　記憶ユニット 　シート高さ（上昇）

　記憶ユニット 　チルトシートバック（後方向）

　記憶ユニット 　チルトシートバック（前方向）

　高周波受信機（ＲＨＦ） 　フロント右ウィンドウ制御

　高周波受信機（ＲＨＦ） 　フロント左ウィンドウ制御

　高周波受信機（ＲＨＦ） 　リアビューミラー折り畳み／展開

　高周波受信機（ＲＨＦ） 　リア右ウィンドウ制御（オプション装備）

　高周波受信機（ＲＨＦ） 　リア左ウィンドウ制御（オプション装備）

　高周波受信機（ＲＨＦ） 　運転席ドアモジュール照明制御

　左側ヘッドライト 　ヘッドランプ

　車線逸脱警報システム 　センサー＃１テスト

　車線逸脱警報システム 　センサー＃２テスト

　車線逸脱警報システム 　センサー＃３テスト

　車線逸脱警報システム 　センサー＃４テスト

　車線逸脱警報システム 　センサー＃５テスト

　車線逸脱警報システム 　センサー＃６テスト

　車線逸脱警報システム 　右側ブザーテスト

　車線逸脱警報システム 　左側ブザーテスト

　車線逸脱警報システム（ＡＦＩＬ） 　センサー＃１テスト

　車線逸脱警報システム（ＡＦＩＬ） 　センサー＃２テスト

　車線逸脱警報システム（ＡＦＩＬ） 　センサー＃３テスト

　車線逸脱警報システム（ＡＦＩＬ） 　センサー＃４テスト

　車線逸脱警報システム（ＡＦＩＬ） 　センサー＃５テスト

　車線逸脱警報システム（ＡＦＩＬ） 　センサー＃６テスト

　車線逸脱警報システム（ＡＦＩＬ） 　右側ブザーテスト

　車線逸脱警報システム（ＡＦＩＬ） 　左側ブザーテスト

　助手席シート記憶ユニット 　シートクッション（下降）

　助手席シート記憶ユニット 　シートクッション（上昇）

　助手席シート記憶ユニット 　シートレール作動（後方向）

　助手席シート記憶ユニット 　シートレール作動（前方向）

　助手席シート記憶ユニット 　シート高さ（下降）

　助手席シート記憶ユニット 　シート高さ（上昇）

　助手席シート記憶ユニット 　チルトシートバック（後方向）

　助手席シート記憶ユニット 　チルトシートバック（前方向）

　助手席シート記憶ユニット 　ランバー作動（後方向）

　助手席シート記憶ユニット 　ランバー作動（前方向）

　助手席ドアエレクトロニクス 　ドアスイッチパネル照明

　助手席ドアエレクトロニクス 　助手席側ウィンドウ（閉）

　助手席ドアエレクトロニクス 　助手席側ウィンドウ開

　助手席ドアエレクトロニクス 　助手席側ドアミラー（デフロスト）

　助手席ドアエレクトロニクス 　助手席側ドアミラー（格納）

　助手席ドアエレクトロニクス 　助手席側ドアミラー（展開）

　助手席ドアエレクトロニクス 　助手席側ドアミラー調整（右方向）

　助手席ドアエレクトロニクス 　助手席側ドアミラー調整（下方向）

　助手席ドアエレクトロニクス 　助手席側ドアミラー調整（左方向）

　助手席ドアエレクトロニクス 　助手席側ドアミラー調整（上方向）

　助手席ドアモジュール 　ドアスイッチパネル照明

　助手席ドアモジュール 　助手席側ウィンドウ（閉）

　助手席ドアモジュール 　助手席側ウィンドウ開

　助手席ドアモジュール 　助手席側ドアミラー（デフロスト）

　助手席ドアモジュール 　助手席側ドアミラー（格納）

　助手席ドアモジュール 　助手席側ドアミラー（展開）

　助手席ドアモジュール 　助手席側ドアミラー調整（右方向）

　助手席ドアモジュール 　助手席側ドアミラー調整（下方向）

　助手席ドアモジュール 　助手席側ドアミラー調整（左方向）

　助手席ドアモジュール 　助手席側ドアミラー調整（上方向）

　中心電圧保持装置 　インジェクター１

　中心電圧保持装置 　インジェクター２

　中心電圧保持装置 　インジェクター３

　中心電圧保持装置 　インジェクター４

　中心電圧保持装置 　エアポンプリレー

　中心電圧保持装置 　キャニスターパージソレノイドバルブ

　中心電圧保持装置 　コイル１／４

　中心電圧保持装置 　コイル２／３

　中心電圧保持装置 　ファンＡＳＳＹ低速

　中心電圧保持装置 　フューエルポンプリレー

　中心電圧保持装置 　高速ファンＡＳＳＹまたはチョッパー

　電圧保持装置（ＤＭＴＲ） 　エアコンフロントパネルボタンバックランプ機能

　電圧保持装置（ＤＭＴＲ） 　エアコン機能表示灯点灯

　電圧保持装置（ＤＭＴＲ） 　再循環＆エアインレットモーター

　電圧保持装置（ＤＭＴＲ） 　助手席コンパートメントエアブロワー

　電圧保持装置（ＤＭＴＲ＿ＤＴＣ３Ｂ） 　エアコンフロントパネルボタンバックランプ機能

　電圧保持装置（ＤＭＴＲ＿ＤＴＣ３Ｂ） 　エアコン機能表示灯点灯

　電圧保持装置（ＤＭＴＲ＿ＤＴＣ３Ｂ） 　再循環＆エアインレットモーター

　電圧保持装置（ＤＭＴＲ＿ＤＴＣ３Ｂ） 　助手席コンパートメントエアブロワー

　電源保護管理ユニット 　ステアリングコントロール照明テスト１

　電源保護管理ユニット 　ステアリングコントロール照明テスト２

　電源保護管理ユニット 　ステアリングコントロール照明テスト３

　電源保護管理ユニット 　ステアリングコントロール照明テスト４

　電源保護管理ユニット（ＢＰＧＡ２０１０） 　ステアリングコントロール照明テスト１
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システム名 項目名

　電源保護管理ユニット（ＢＰＧＡ２０１０） 　ステアリングコントロール照明テスト２

　電源保護管理ユニット（ＢＰＧＡ２０１０） 　ステアリングコントロール照明テスト３

　電源保護管理ユニット（ＢＰＧＡ２０１０） 　ステアリングコントロール照明テスト４

　電子ステアリングロック（ＡＶＥ） 　電動ステアリングロック機械的アンロック

　電子ステアリングロック（ＡＶＥ） 　電動ステアリングロック機械的ロック

　電動ブートＥＣＵ（ＣＯＦＦＲＥ　ＭＯＴＯＲＩＳＥ） 　ブザー制御

　電動ブートＥＣＵ（ＣＯＦＦＲＥ　ＭＯＴＯＲＩＳＥ） 　モータークラッチ制御

　電動ブートＥＣＵ（ＣＯＦＦＲＥ　ＭＯＴＯＲＩＳＥ） 　モーター解放制御

　電動ブートＥＣＵ（ＣＯＦＦＲＥ　ＭＯＴＯＲＩＳＥ） 　電動ストライカープレート制御

　電動ブートＥＣＵ（ＣＯＦＦＲＥ　ＭＯＴＯＲＩＳＥ） 　電動テールゲート制御

　電動ブートＥＣＵ（ＣＯＦＦＲＥ　ＭＯＴＯＲＩＳＥ） 　電動テールゲート閉スイッチランプ出力制御

　盗難防止アラーム（アラーム） 　サイレン作動

　盗難防止アラーム（アラーム） 　ブレークインテーブルリセット

　盗難防止アラーム（アラーム） 　ボリュメトリック検出駆動

　盗難防止アラーム（オートサーチ（アラーム）） 　サイレン作動


