
●シトロエン　作業サポート(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（８１　ＥＳＰ） 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（８１　ＥＳＰ） 　エア抜き

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（８１　ＥＳＰ） 　ＥＰＢ自動係合再有効化

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（８１　ＥＳＰ） 　縦Ｇセンサー補正

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（８１　ＥＳＰ） 　ＥＰＢ自動係合無効化

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（８１　ＥＳＰ） 　エレクトリックバキュームポンプ診断手順無効

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（８１　ＥＳＰ） 　エレクトリックバキュームポンプ診断手順有効

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　エア抜き

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　縦Ｇセンサー補正

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　ブレーキパッド交換

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　ＥＰＢ初期駆動

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　リア右モーターブレーキキャリパー交換

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　リア左モーターブレーキキャリパー交換

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　右側ＥＰＢ（ＦＳＥ）アクチュエーター交換

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　左側ＥＰＢ（ＦＳＥ）アクチュエーター交換

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　ＥＳＰ　ＥＣＵメモリーデフラグ

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　ＥＰＢ自動係合再有効化

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　電動パーキングブレーキ自動係合機能停止

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　１００） 　油圧ブロックエア抜き（ＡＢＳ　ＭＫ１００）

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　７０） 　設定

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　７０） 　フロント左ホイールソレノイドバルブ

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　７０） 　フロント右ホイールソレノイドバルブ

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　７０） 　リア左ホイールソレノイドバルブ

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　７０） 　リア右ホイールソレノイドバルブ

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　７０） 　エア抜き

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ１００） 　油圧ブロックエア抜き（ＡＢＳ　ＭＫ１００）

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ６０） 　設定

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ６０） 　フロント左ホイールソレノイドバルブ

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ６０） 　フロント右ホイールソレノイドバルブ

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ６０） 　リア左ホイールソレノイドバルブ

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ６０） 　リア右ホイールソレノイドバルブ

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ６０） 　エア抜き

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）　８．１） 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）　８．１） 　エア抜き

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）　ＭＫ７０） 　設定

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）　ＭＫ７０） 　フロント左ホイールソレノイドバルブ

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）　ＭＫ７０） 　フロント右ホイールソレノイドバルブ

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）　ＭＫ７０） 　リア左ホイールソレノイドバルブ

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）　ＭＫ７０） 　リア右ホイールソレノイドバルブ

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）　ＭＫ７０） 　エア抜き

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　１００） 　油圧ブロックエア抜き（ＡＢＳ　ＭＫ１００）

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　７０．１） 　エア抜き

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　７０．２） 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　７０．２） 　エア抜き

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８１） 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８１） 　エア抜き

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０） 　エア抜き

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０） 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０） 　縦Ｇセンサー補正

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ　１００） 　ハイドロリックブロックエア抜き（ＥＳＰ　ＭＫ１００）

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ　６０－Ｏ） 　エア抜き

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ　６０－Ｏ） 　ステアリングホイールアングルセンサー調整

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ１００） 　ハイドロリックブロックエア抜き（ＥＳＰ　ＭＫ１００）

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ６０－Ｏ） 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ６０－Ｏ） 　エア抜き

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＶＳＣ４４０） 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＶＳＣ４４０） 　エア抜き

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ（横滑り防止機構）　８．１） 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ（横滑り防止機構）　ＭＫ６０） 　ステアリングホイールアングルセンサー調整

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ（横滑り防止機構）） 　ステアリングホイールアングルセンサー調整

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ　１００） 　ハイドロリックブロックエア抜き（ＥＳＰ　ＭＫ１００）

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ　６０） 　エア抜き

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ　６０） 　ステアリングホイールアングルセンサー調整

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０） 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０） 　エア抜き

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０） 　縦Ｇセンサー補正

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０＿Ｏ） 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０＿Ｏ） 　エア抜き

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８．１＿ＢＯＳＣＨ） 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８＿ＢＯＳＣＨ） 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８＿ＢＯＳＣＨ） 　エア抜き

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ９０） 　エア抜き

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ９０） 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ９０） 　縦Ｇセンサー補正

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ９０） 　ブレーキパッド交換

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ９０） 　ＥＰＢ初期駆動

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ９０） 　リア右モーターブレーキキャリパー交換

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ９０） 　リア左モーターブレーキキャリパー交換

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ９０） 　右側ＥＰＢ（ＦＳＥ）アクチュエーター交換

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ９０） 　左側ＥＰＢ（ＦＳＥ）アクチュエーター交換

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ９０） 　ＥＳＰ　ＥＣＵメモリーデフラグ

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ９０） 　ＥＰＢ自動係合再有効化

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ９０） 　電動パーキングブレーキ自動係合機能停止

　＊ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＭＫ　１００） 　ハイドロリックブロックエア抜き（ＥＳＰ　ＭＫ１００）



●シトロエン　作業サポート(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　＊アンダーインフレーションディテクション（オートサーチ（アンダーインフレーションディテクション）） 　ホイールトランスミッターモジュール識別子読込み

　＊アンダーインフレーションディテクション（オートサーチ（アンダーインフレーションディテクション）） 　ホイールトランスミッターモジュール識別子書込み

　＊アンダーインフレーションディテクション（オートサーチ（アンダーインフレーションディテクション）） 　ホイールトランスミッターモジュール初期化

　＊アンダーインフレーションディテクション（オートサーチ（アンダーインフレーションディテクション）） 　ホイールトランスミッターモジュール信号初期化

　＊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）） 　サービスゼロリセット

　＊インストルメントパネル（コンバイン） 　サービスゼロリセット

　＊エアバッグ（ＲＢＧ＿ＳＰＥＥＤ） 　ロック

　＊エアバッグ（ＲＢＧ＿ＳＰＥＥＤ） 　アンロック

　＊エアバッグ（ＲＢＧ＿ＳＰＥＥＤ＿ＵＤＳ） 　ロック

　＊エアバッグ（ＲＢＧ＿ＳＰＥＥＤ＿ＵＤＳ） 　アンロック

　＊エアバッグ（ＲＢＧ＿ＵＤＳ） 　ロック

　＊エアバッグ（ＲＢＧ＿ＵＤＳ） 　アンロック

　＊エアバッグ（ＳＡＣ＿ＡＵＴＯＬＩＶ） 　ロック

　＊エアバッグ（ＳＡＣ＿ＡＵＴＯＬＩＶ） 　アンロック

　＊エアバッグ（オートサーチ（エアバッグ）） 　ロック

　＊エアバッグ（オートサーチ（エアバッグ）） 　アンロック

　＊エアバッグ（オートサーチ（エアバッグ）） 　設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（１．６Ｌ　ＮＦＶ　ＢＯＳＣＨ　Ｍ７４４） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（１．８Ｌ　６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００Ｐ） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（１．８Ｌ　６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００Ｐ） 　設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０Ｌ　ＲＦＮ　ＭＭ４８Ｐ） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　添加剤リザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ディーゼル添加剤タンク＆フューエルタンク交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（３．０Ｌ　ＸＦＸ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４６） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（３．０Ｌ　ＸＦＸ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４６） 　設定表示

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＣ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＥ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＨ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＭ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＮ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＲ　ＭＥＤ１７．４） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　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）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　フロント／リアＯ２センサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　アクセルペダルセンサー

　＊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

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　触媒コンバーター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　吸気圧力センサー

　＊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システムポジションセンサー

　＊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バルブ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　タイミング

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　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）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　フロント／リアＯ２センサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　アクセルペダルセンサー

　＊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

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　触媒コンバーター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　吸気圧力センサー

　＊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システムポジションセンサー

　＊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バルブ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　タイミング

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　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）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　フロント／リアＯ２センサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　アクセルペダルセンサー

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

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　触媒コンバーター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　吸気圧力センサー

　＊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システムポジションセンサー

　＊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バルブ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　タイミング

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＴ　ＭＥＤ１７．４） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ５） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ１７．４） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＸ　ＭＥＤ１７．４） 　自動適応値初期化
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　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＹ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　自動適応初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　自動適応初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　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）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　フロント／リアＯ２センサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　アクセルペダルセンサー

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

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　触媒コンバーター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　吸気圧力センサー

　＊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システムポジションセンサー

　＊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バルブ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　タイミング

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　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）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　フロント／リアＯ２センサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　アクセルペダルセンサー

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

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　触媒コンバーター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　吸気圧力センサー

　＊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システムポジションセンサー

　＊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バルブ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　タイミング

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ１７．４） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　強制再生（車両停止時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　インジェクター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ディーゼルインジェクター初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＬ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　強制再生（車両停止時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＬ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＬ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＬ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＬ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＬ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　インジェクター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＬ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＬ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＬ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＬ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＬ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＬ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＬ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＬ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ディーゼルインジェクター初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　強制再生（車両停止時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　インジェクター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ディーゼルインジェクター初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７） 　強制再生（車両停止時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７） 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７） 　インジェクター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７） 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７） 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７） 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７） 　エアフローセンサー交換
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　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７） 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７） 　ディーゼルインジェクター初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　インジェクターＩＭＡ　４ｐｔｓ特性設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　インジェクターＩＭＡ　５ｐｔｓ特性設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ディーゼルインジェクター初期化（４気筒エンジン）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　インジェクターＩＭＡ　４ｐｔｓ特性設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　インジェクターＩＭＡ　５ｐｔｓ特性設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　ディーゼルインジェクター初期化（４気筒エンジン）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４－　９０ＣＶ） 　ＥＧＲミキサーバタフライ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４－　９０ＣＶ） 　電動ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４） 　インジェクターＩＭＡ　４ｐｔｓ特性設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４） 　インジェクターＩＭＡ　５ｐｔｓ特性設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４） 　ディーゼルインジェクター初期化（４気筒エンジン）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　ＥＧＲミキサーバタフライ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　電動ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　インジェクターＩＭＡ　４ｐｔｓ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　インジェクターＩＭＡ　５ｐｔｓ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　粒子フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　インジェクターＩＭＡ　４ｐｔｓ特性設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　インジェクターＩＭＡ　５ｐｔｓ特性設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ディーゼルインジェクター初期化（４気筒エンジン）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　ＥＧＲミキサーバタフライ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　電動ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　インジェクターＩＭＡ　４ｐｔｓ特性設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　インジェクターＩＭＡ　５ｐｔｓ特性設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ディーゼルインジェクター初期化（４気筒エンジン）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４－１１０ＣＶ） 　ＥＧＲミキサーバタフライ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４－１１０ＣＶ） 　電動ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　インジェクターＩＭＡ　４ｐｔｓ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　インジェクターＩＭＡ　５ｐｔｓ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　粒子フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　インジェクターＩＭＡ　４ｐｔｓ特性設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　インジェクターＩＭＡ　５ｐｔｓ特性設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　ディーゼルインジェクター初期化（４気筒エンジン）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　インジェクターＩＭＡ　４ｐｔｓ特性設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　インジェクターＩＭＡ　５ｐｔｓ特性設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ディーゼルインジェクター初期化（４気筒エンジン）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＢＭＦプーマ）ＢＭＦ　ＨＤＩ　４Ｃ 　オイルパラメーター再初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＢＭＦプーマ）ＢＭＦ　ＨＤＩ　４Ｃ 　エアコン／クルーズコントロール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＢＭＦプーマ）ＢＭＦ　ＨＤＩ　４Ｃ 　高圧ポンプ／流量レギュレーションバルブ学習

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　燃料流量レギュレーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　ＡＵＸドライブベルト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　ターボチャージャー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　サブバッテリー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　クラッチ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　オルタネーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　エアミキサー開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　ＥＧＲバルブ開度登録
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　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　ターボチャージャー開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　ＥＧＲバルブ清掃

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　粒子フィルター再生

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　ストップアンドスタートコントロール

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　尿素水リザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　尿素水リザーバー充填／ドレーン

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　低圧フューエルポンプ／フューエルフィルター／パイプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　プレキャタライザー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　シリンダーブロック交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパス清掃

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　ＤＥＮＯＸシステム故障再初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　カムシャフト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　蓄電／電圧保持器交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　サブバッテリー再接続

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　燃料高圧コモンレール／燃料高圧流量レギュレーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　粒子フィルター差圧センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　上流Ｎｏｘセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　下流Ｎｏｘセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　尿素水インジェクター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　ニュートラルセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　アクセサリードライブベルト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　添加剤タンク交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　ディーゼルインジェクター登録手順

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　尿素水リザーバー充填（ディーゼル）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　電圧保持器異常リセット

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　ストップ＆スタートコンポーネント交換後のサブバッテリー再接続

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　高圧燃料ポンプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　高圧燃料系統交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　ＤＥＮＯＸシステムリザーバー／ゲージポンプモジュール／パイプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター＆微粒子排出フィルターＡＳＳＹ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　エンジンフライホイール（ダブル）交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　エンジン交換完了

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　クラッチ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　オルタネーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　ターボチャージャー圧力制御バルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　エンジンフライホイール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　エアミキサー開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　ＥＧＲバルブ開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　ターボチャージャー開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　ＥＧＲバルブ清掃

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　粒子フィルター再生

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　ストップアンドスタートコントロール

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　尿素水リザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　低圧フューエルポンプ／フューエルフィルター／パイプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　高圧ポンプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　プレキャタライザー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　バッテリー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパス清掃

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　ＤＥＮＯＸシステム故障再初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　蓄電／電圧保持器交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　ディーゼルインジェクター特性設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　燃料系統プライミング

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　サブバッテリー再接続

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　燃料高圧コモンレール／燃料高圧流量レギュレーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　粒子フィルター差圧センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　上流Ｎｏｘセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　下流Ｎｏｘセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　尿素水インジェクター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　ＤＥＮＯＸシステムリザーバー／ゲージポンプモジュール／パイプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　ニュートラルセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　アクセサリードライブベルト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　ダイナミックテンショナーローラー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　差圧センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　ターボチャージャー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　サブバッテリー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　スターターモーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　オルタネーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　ニュートラルセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　電動スロットルハウジング交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　オーバーレブ時間初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　オイルポンプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　ピストン交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　エンジンブロック交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　スパーク前自己着火数リセット（ランブル）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　スパーク前自己着火（ランブル）後エンジントルク制限リセット

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　クラッチ／クラッチベアリング／クラッチペダル交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　可変バルブリフトシステム交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　吸気制御モジュール（ＭＥＡＰ）交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　エンジン部品交換
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　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　クラッチカウンターの０リセット

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　燃焼失火

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿Ｖ５６） 　強制再生（車両停止時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿Ｖ５６） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿Ｖ５６） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿Ｖ５６） 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿Ｖ５６） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿Ｖ５６） 　インジェクター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿Ｖ５６） 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿Ｖ５６） 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿Ｖ５６） 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿Ｖ５６） 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿Ｖ５６） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿Ｖ５６） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿Ｖ５６） 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿Ｖ５６） 　ディーゼルインジェクター初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　インジェクター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　差圧センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　吸気可変カムシャフト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　排気可変カムシャフト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　サブバッテリー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　スターターモーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　オルタネーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　ターボチャージャー圧力制御バルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　エンジンフライホイール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　ニュートラルセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　クラッチプロポーショナルセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　電動スロットルハウジング交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　失火登録値再初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　触媒コンバーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　オイルポンプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　バルブシート交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　吸気制御モジュール（ＭＥＡＰ）交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　吸気制御モジュール（ＭＥＡＰ）修理

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　上流Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　下流Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　ピストン交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６）
　電動スロットルターボチャージャー＆ターボチャージャー
ディスチャージソレノイドバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　エンジンブロック交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　スパーク前自己着火数リセット（ランブル）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　スパーク前自己着火（ランブル）後エンジントルク制限リセット

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　差圧センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　高圧ポンプ／流量レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　ＥＧＲエクスチェンジャー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　ＡＵＸドライブベルト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　ディーゼル高圧レール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　エンジンブロック交換（フローメーターなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　エンジンブロック交換（フローメーターあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２）ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２）ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２）ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２）ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ 　ディーゼルインジェクター初期化（４気筒エンジン）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２）ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２）ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ 　ＥＧＲエクスチェンジャー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２）ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２）ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２）ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ 　差圧センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２）ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２）ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ 　ディーゼル高圧レール交換

　＊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／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２）ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２）ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２）ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２）ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ 　エンジンブロック交換（フローメーターなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２）ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ 　エンジンブロック交換（フローメーターあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２）ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ 　ＡＵＸドライブベルト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２）ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２）ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ 　シリンダーヘッド交換
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　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２）ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２）ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ 　ディーゼルインジェクター初期化（＃１）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２）ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ 　ディーゼルインジェクター初期化（＃２）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２）ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ 　ディーゼルインジェクター初期化（＃３）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２）ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ 　ディーゼルインジェクター初期化（＃４）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ 　差圧センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ 　高圧ポンプ／流量レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ 　ＥＧＲエクスチェンジャー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ 　ＡＵＸドライブベルト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ 　ディーゼル高圧レール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ 　添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ 　エンジンブロック交換（フローメーターなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ 　エンジンブロック交換（フローメーターあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ 　差圧センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ 　高圧ポンプ／流量レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ 　ＥＧＲエクスチェンジャー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ 　ＡＵＸドライブベルト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ 　ディーゼル高圧レール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ 　添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ 　エンジンブロック交換（フローメーターなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ 　エンジンブロック交換（フローメーターあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ 　差圧センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ 　高圧ポンプ／流量レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ 　ＥＧＲエクスチェンジャー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ 　ＡＵＸドライブベルト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ 　ディーゼル高圧レール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ 　添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ 　エンジンブロック交換（フローメーターなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２）ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ 　エンジンブロック交換（フローメーターあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　ＥＧＲソレノイドバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　差圧センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　高圧ポンプ／流量レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　ＥＧＲエクスチェンジャー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　ディーゼル高圧レール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ＥＧＲバルブ交換
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　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ＡＵＸドライブベルト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　一時的にストップアンドスタートＯＮ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ターボチャージャー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　スターターモーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　クラッチ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　エンジンフライホイール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　エアミキサー開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ＥＧＲバルブ開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ターボチャージャー開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ＥＧＲバルブ清掃

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　粒子フィルター再生

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　添加剤リザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　尿素水リザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　尿素水リザーバー充填／ドレーン

　＊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／フューエルフィルター／パイプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　高圧ポンプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　粒子フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　プレキャタライザー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　シリンダーブロック交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　バッテリー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　フローメーター交換

　＊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清掃

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ＤＥＮＯＸシステム故障再初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ディーゼル高圧レール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　粒子排出フィルター差圧センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　Ｎｏｘセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）
　ゲージポンプモジュールリザーバ交換
（ＤＥＮＯＸシステムパイプ／尿素水インジェクター）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　シリンダーヘッド交換（エアフローセンサーなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　シリンダーヘッド交換（エアフローセンサーあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　エンジンブロック交換（フローメーターなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　カムシャフト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　リバーシブルオルタネーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　蓄電／電圧保持器交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ 　ＡＵＸドライブベルト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ 　一時的にストップアンドスタートＯＮ

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ 　スターターモーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ 　クラッチ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ 　エンジンフライホイール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ 　エアミキサー開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ 　ＥＧＲバルブ開度登録

　＊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開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ 　ＥＧＲバルブ清掃

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ 　粒子フィルター再生

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ 　添加剤リザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ 　尿素水リザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ 　尿素水リザーバー充填／ドレーン

　＊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／フューエルフィルター／パイプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ 　高圧ポンプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ 　粒子フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ 　プレキャタライザー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ 　シリンダーブロック交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ 　バッテリー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ 　フローメーター交換

　＊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清掃

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ 　ＤＥＮＯＸシステム故障再初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ 　ディーゼル高圧レール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ 　粒子排出フィルター差圧センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ 　Ｎｏｘセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ
　ゲージポンプモジュールリザーバ交換
（ＤＥＮＯＸシステムパイプ／尿素水インジェクター）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ 　シリンダーヘッド交換（エアフローセンサーなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ 　シリンダーヘッド交換（エアフローセンサーあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ 　エンジンブロック交換（フローメーターなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ 　カムシャフト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ 　リバーシブルオルタネーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ 　蓄電／電圧保持器交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ 　ＡＵＸドライブベルト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ 　一時的にストップアンドスタートＯＮ

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ 　スターターモーター交換
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　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ 　クラッチ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ 　エンジンフライホイール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ 　エアミキサー開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ 　ＥＧＲバルブ開度登録

　＊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開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ 　ＥＧＲバルブ清掃

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ 　粒子フィルター再生

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ 　添加剤リザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ 　尿素水リザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ 　尿素水リザーバー充填／ドレーン

　＊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／フューエルフィルター／パイプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ 　高圧ポンプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ 　粒子フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ 　プレキャタライザー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ 　シリンダーブロック交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ 　バッテリー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ 　フローメーター交換

　＊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清掃

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ 　ＤＥＮＯＸシステム故障再初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ 　ディーゼル高圧レール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ 　粒子排出フィルター差圧センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ 　Ｎｏｘセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ 　ゲージポンプモジュールリザーバ交換（ＤＥＮＯＸシステムパイプ／尿素水インジェクター）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ 　シリンダーヘッド交換（エアフローセンサーなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ 　シリンダーヘッド交換（エアフローセンサーあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ 　エンジンブロック交換（フローメーターなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ 　カムシャフト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ 　リバーシブルオルタネーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ 　蓄電／電圧保持器交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ 　ＡＵＸドライブベルト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ 　一時的にストップアンドスタートＯＮ

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ 　スターターモーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ 　クラッチ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ 　エンジンフライホイール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ 　エアミキサー開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ 　ＥＧＲバルブ開度登録

　＊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開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ 　ＥＧＲバルブ清掃

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ 　粒子フィルター再生

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ 　添加剤リザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ 　尿素水リザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ 　尿素水リザーバー充填／ドレーン

　＊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／フューエルフィルター／パイプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ 　高圧ポンプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ 　粒子フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ 　プレキャタライザー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ 　シリンダーブロック交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ 　バッテリー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ 　フローメーター交換

　＊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清掃

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ 　ＤＥＮＯＸシステム故障再初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ 　ディーゼル高圧レール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ 　粒子排出フィルター差圧センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ 　Ｎｏｘセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ 　ゲージポンプモジュールリザーバ交換（ＤＥＮＯＸシステムパイプ／尿素水インジェクター）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ 　シリンダーヘッド交換（エアフローセンサーなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ 　シリンダーヘッド交換（エアフローセンサーあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ 　エンジンブロック交換（フローメーターなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ 　カムシャフト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ 　リバーシブルオルタネーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２）ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ 　蓄電／電圧保持器交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　インジェクター交換（４気筒）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　スピードリミッター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　オイルパラメーター再初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　ディーゼルインジェクター登録手順

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　エアミキサー開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　ＥＧＲバルブ開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　ターボチャージャー開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　ＥＧＲバルブ清掃

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパス清掃

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　粒子フィルター再生

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　ＤＥＮＯＸシステム故障再初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　尿素水リザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　尿素水リザーバー充填／ドレーン

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　燃料流量レギュレーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　高圧ポンプ交換
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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）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　ディーゼル高圧レール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　ＥＧＲバルブまたはＥＧＲエクスチェンジャーバイパス交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　ターボチャージャー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　粒子排出フィルター差圧センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　粒子フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　Ｎｏｘセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　プレキャタライザー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ
　リザーバー／ゲージポンプモジュール／ＤｅＮＯｘシステムパイプ／
尿素水インジェクター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　シリンダーブロック交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　シリンダーヘッド交換（エアフローセンサーなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　シリンダーヘッド交換（エアフローセンサーあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　エンジンフライホイール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　バッテリー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　スターターモーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　クラッチ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　フローメーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　エンジンブロック交換（フローメーターなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　カムシャフト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　エンジンブロック交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＭ 　ＡＵＸドライブベルト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　インジェクター交換（４気筒）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　スピードリミッター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　オイルパラメーター再初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　ディーゼルインジェクター登録手順

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　エアミキサー開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　ＥＧＲバルブ開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　ターボチャージャー開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　ＥＧＲバルブ清掃

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパス清掃

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　粒子フィルター再生

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　ＤＥＮＯＸシステム故障再初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　尿素水リザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　尿素水リザーバー充填／ドレーン

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　燃料流量レギュレーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　高圧ポンプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　ディーゼル高圧レール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　ＥＧＲバルブまたはＥＧＲエクスチェンジャーバイパス交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　ターボチャージャー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　粒子排出フィルター差圧センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　粒子フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　Ｎｏｘセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　プレキャタライザー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ
　リザーバー／ゲージポンプモジュール／ＤｅＮＯｘシステムパイプ／
尿素水インジェクター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　シリンダーブロック交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　シリンダーヘッド交換（エアフローセンサーなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　シリンダーヘッド交換（エアフローセンサーあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　エンジンフライホイール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　バッテリー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　スターターモーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　クラッチ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　フローメーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　エンジンブロック交換（フローメーターなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　カムシャフト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　エンジンブロック交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＮ 　ＡＵＸドライブベルト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　インジェクター交換（４気筒）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　スピードリミッター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　オイルパラメーター再初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　ディーゼルインジェクター登録手順

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　エアミキサー開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　ＥＧＲバルブ開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　ターボチャージャー開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　ＥＧＲバルブ清掃

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパス清掃

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　粒子フィルター再生

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　ＤＥＮＯＸシステム故障再初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　尿素水リザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　尿素水リザーバー充填／ドレーン

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　燃料流量レギュレーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　高圧ポンプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　ディーゼル高圧レール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　ＥＧＲバルブまたはＥＧＲエクスチェンジャーバイパス交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　ターボチャージャー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　粒子排出フィルター差圧センサー交換
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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）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　粒子フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　Ｎｏｘセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　プレキャタライザー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ
　リザーバー／ゲージポンプモジュール／ＤｅＮＯｘシステムパイプ／
尿素水インジェクター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　シリンダーブロック交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　シリンダーヘッド交換（エアフローセンサーなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　シリンダーヘッド交換（エアフローセンサーあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　エンジンフライホイール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　バッテリー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　スターターモーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　クラッチ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　フローメーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　エンジンブロック交換（フローメーターなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　カムシャフト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　エンジンブロック交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６２＿Ｆ）ＡＨＰ 　ＡＵＸドライブベルト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＳ－ＤＶ６ＴＥＤ４ＢＵ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＳ－ＤＶ６ＴＥＤ４ＢＵ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＳ－ＤＶ６ＴＥＤ４ＢＵ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＳ－ＤＶ６ＴＥＤ４ＢＵ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＳ－ＤＶ６ＴＥＤ４ＢＵ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ 　インジェクターＩＭＡ　４ｐｔｓ特性設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＳ－ＤＶ６ＴＥＤ４ＢＵ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ 　インジェクターＩＭＡ　５ｐｔｓ特性設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＴ　ＤＶ６ＢＵＴＥＤ４　－　７５ＣＶ 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＴ　ＤＶ６ＢＵＴＥＤ４　－　７５ＣＶ 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＴ　ＤＶ６ＢＵＴＥＤ４　－　７５ＣＶ 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＴ　ＤＶ６ＢＵＴＥＤ４　－　７５ＣＶ 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＴ　ＤＶ６ＢＵＴＥＤ４　－　７５ＣＶ 　インジェクターＩＭＡ　４ｐｔｓ特性設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＴ　ＤＶ６ＢＵＴＥＤ４　－　７５ＣＶ 　インジェクターＩＭＡ　５ｐｔｓ特性設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ 　強制再生（車両停止時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ 　ＥＧＲソレノイドバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ 　差圧センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ 　高圧ポンプ／流量レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ 　ＥＧＲエレクトロバルブ初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ 　ターボ初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ 　差圧センサー初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ 　高圧ポンプ初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ 　エアフローメーター初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＶ－ＤＶ６ＴＥＤ４Ｂ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＶ－ＤＶ６ＴＥＤ４Ｂ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＶ－ＤＶ６ＴＥＤ４Ｂ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＶ－ＤＶ６ＴＥＤ４Ｂ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＶ－ＤＶ６ＴＥＤ４Ｂ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ 　インジェクターＩＭＡ　４ｐｔｓ特性設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＶ－ＤＶ６ＴＥＤ４Ｂ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ 　インジェクターＩＭＡ　５ｐｔｓ特性設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＷ　ＤＶ６ＢＴＥＤ４　－　７５　ＣＶ 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＷ　ＤＶ６ＢＴＥＤ４　－　７５　ＣＶ 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＷ　ＤＶ６ＢＴＥＤ４　－　７５　ＣＶ 　粒子フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＸ　ＤＶ６ＡＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＸ　ＤＶ６ＡＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＸ　ＤＶ６ＡＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＸ　ＤＶ６ＡＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＸ　ＤＶ６ＡＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ 　インジェクターＩＭＡ　４ｐｔｓ特性設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＸ　ＤＶ６ＡＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ 　インジェクターＩＭＡ　５ｐｔｓ特性設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＸ－ＤＶ６ＡＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＸ－ＤＶ６ＡＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＸ－ＤＶ６ＡＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＸ－ＤＶ６ＡＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＸ－ＤＶ６ＡＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ 　インジェクターＩＭＡ　４ｐｔｓ特性設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＸ－ＤＶ６ＡＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ 　インジェクターＩＭＡ　５ｐｔｓ特性設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＸ－ＤＶ６ＡＴＥＤ４－９０ＣＶ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＸ－ＤＶ６ＡＴＥＤ４－９０ＣＶ 　ＥＧＲミキサーバタフライ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＺ－ＤＶ６ＴＥＤ４　ＦＡＰ　－　１１０　ＣＶ 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＺ－ＤＶ６ＴＥＤ４　ＦＡＰ　－　１１０　ＣＶ 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＺ－ＤＶ６ＴＥＤ４　ＦＡＰ　－　１１０　ＣＶ 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＺ－ＤＶ６ＴＥＤ４　ＦＡＰ　－　１１０　ＣＶ 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＺ－ＤＶ６ＴＥＤ４　ＦＡＰ　－　１１０　ＣＶ 　インジェクターＩＭＡ　４ｐｔｓ特性設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３）９ＨＺ－ＤＶ６ＴＥＤ４　ＦＡＰ　－　１１０　ＣＶ 　インジェクターＩＭＡ　５ｐｔｓ特性設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３４） 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３４） 　設定再初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　粒子排出フィルター交換

　＊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初期化（４気筒エンジン）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　ＥＧＲバルブ交換

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　ターボ交換
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　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　ディーゼル高圧レール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　Ｏ２センサー交換
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　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２）９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２）９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２）９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ 　Ｏ２センサー交換
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　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２）９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２）９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２）９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ 　インジェクター交換（４気筒）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ 　ディーゼル高圧レール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ 　ディーゼル高圧レール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ 　ディーゼル高圧レール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ 　ディーゼル高圧レール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０）ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２） 　ＥＧＲバルブ交換

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２） 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２） 　ディーゼル高圧レール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２） 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２） 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２） 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２） 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２） 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２） 　インジェクター交換（４気筒）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ 　粒子排出フィルター交換

　＊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初期化（４気筒エンジン）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ 　ディーゼル高圧レール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ 　インジェクター交換（４気筒）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ 　粒子排出フィルター交換

　＊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初期化（４気筒エンジン）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊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交換
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　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ 　ディーゼル高圧レール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ 　インジェクター交換（４気筒）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ 　粒子排出フィルター交換

　＊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初期化（４気筒エンジン）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ 　ディーゼル高圧レール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ 　インジェクター交換（４気筒）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ 　ディーゼル高圧レール交換

　＊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／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ 　インジェクター交換（４気筒）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ 　添加剤リザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ 　粒子排出フィルター交換

　＊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初期化（４気筒エンジン）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ 　ディーゼル高圧レール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ 　インジェクター交換（４気筒）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　９０　ＣＶ 　粒子排出フィルター交換

　＊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初期化（４気筒エンジン）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　９０　ＣＶ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　９０　ＣＶ 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　９０　ＣＶ 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　９０　ＣＶ 　ディーゼル高圧レール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　９０　ＣＶ 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　９０　ＣＶ 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　９０　ＣＶ 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　９０　ＣＶ 　インジェクター交換（４気筒）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ 　粒子排出フィルター交換

　＊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初期化（４気筒エンジン）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ 　ディーゼル高圧レール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ 　インジェクター交換（４気筒）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ 　粒子排出フィルター交換

　＊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初期化（４気筒エンジン）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ 　ディーゼル高圧レール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ 　インジェクター交換（４気筒）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ 　粒子排出フィルター交換

　＊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初期化（４気筒エンジン）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ 　ディーゼル高圧レール交換
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　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ 　インジェクター交換（４気筒）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ 　粒子排出フィルター交換

　＊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初期化（４気筒エンジン）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ 　ディーゼル高圧レール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ 　インジェクター交換（４気筒）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ 　粒子排出フィルター交換

　＊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初期化（４気筒エンジン）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ 　ディーゼル高圧レール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ 　インジェクター交換（４気筒）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ 　粒子排出フィルター交換

　＊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初期化（４気筒エンジン）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ 　ディーゼル高圧レール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ 　インジェクター交換（４気筒）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ 　粒子排出フィルター交換

　＊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初期化（４気筒エンジン）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ 　ディーゼル高圧レール交換

　＊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／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ 　インジェクター交換（４気筒）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ 　粒子排出フィルター交換

　＊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初期化（４気筒エンジン）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ 　ディーゼル高圧レール交換

　＊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／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ 　インジェクター交換（４気筒）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ 　粒子排出フィルター交換

　＊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初期化（４気筒エンジン）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ 　ディーゼル高圧レール交換

　＊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／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ 　シリンダーヘッド交換
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　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ 　インジェクター交換（４気筒）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ 　ディーゼルインジェクター初期化（４気筒エンジン）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ 　ＥＧＲエクスチェンジャー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ 　ディーゼル高圧レール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２）９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ 　インジェクター交換（４気筒）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　インジェクター交換（４気筒）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ターボチャージャー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　クラッチ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　エンジンフライホイール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　エアミキサー開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ＥＧＲバルブ開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ターボチャージャー開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ＥＧＲバルブ清掃

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　粒子フィルター再生

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター再生

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ＤＥＮＯＸシステム故障再初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　再初期化（尿素水インジェクター交換後）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ストップアンドスタートコントロール

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　添加剤リザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　尿素水リザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　尿素水リザーバー充填／ドレーン

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　低圧フューエルポンプ／フューエルフィルター／パイプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　高圧ポンプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　粒子フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　Ｎｏｘセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　プレキャタライザー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　尿素水インジェクター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ＤＥＮＯＸシステムリザーバー／ゲージポンプモジュール／パイプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　シリンダーブロック交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　バッテリー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　フローメーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）５ＦＷ 　インジェクター交換（４気筒）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）５ＦＷ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）５ＦＷ 　ターボチャージャー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）５ＦＷ 　クラッチ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）５ＦＷ 　エンジンフライホイール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）５ＦＷ 　エアミキサー開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）５ＦＷ 　ＥＧＲバルブ開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）５ＦＷ 　ターボチャージャー開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）５ＦＷ 　ＥＧＲバルブ清掃

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）５ＦＷ 　粒子フィルター再生

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）５ＦＷ 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター再生

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）５ＦＷ 　ＤＥＮＯＸシステム故障再初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）５ＦＷ 　再初期化（尿素水インジェクター交換後）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）５ＦＷ 　ストップアンドスタートコントロール

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）５ＦＷ 　添加剤リザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）５ＦＷ 　尿素水リザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）５ＦＷ 　尿素水リザーバー充填／ドレーン

　＊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／フューエルフィルター／パイプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）５ＦＷ 　高圧ポンプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）５ＦＷ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）５ＦＷ 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）５ＦＷ 　粒子フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）５ＦＷ 　Ｎｏｘセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）５ＦＷ 　プレキャタライザー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）５ＦＷ 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター交換

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）５ＦＷ 　ＤＥＮＯＸシステムリザーバー／ゲージポンプモジュール／パイプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）５ＦＷ 　シリンダーブロック交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）５ＦＷ 　バッテリー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）５ＦＷ 　フローメーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＷ 　インジェクター交換（４気筒）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＷ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＷ 　ターボチャージャー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＷ 　クラッチ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＷ 　エンジンフライホイール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＷ 　エアミキサー開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＷ 　ＥＧＲバルブ開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＷ 　ターボチャージャー開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＷ 　ＥＧＲバルブ清掃
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　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＷ 　粒子フィルター再生

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＷ 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター再生

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＷ 　ＤＥＮＯＸシステム故障再初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＷ 　再初期化（尿素水インジェクター交換後）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＷ 　ストップアンドスタートコントロール

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＷ 　添加剤リザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＷ 　尿素水リザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＷ 　尿素水リザーバー充填／ドレーン

　＊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／フューエルフィルター／パイプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＷ 　高圧ポンプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＷ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＷ 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＷ 　粒子フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＷ 　Ｎｏｘセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＷ 　プレキャタライザー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＷ 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター交換

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＷ 　ＤＥＮＯＸシステムリザーバー／ゲージポンプモジュール／パイプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＷ 　シリンダーブロック交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＷ 　バッテリー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＷ 　フローメーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＹ 　インジェクター交換（４気筒）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＹ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＹ 　ターボチャージャー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＹ 　クラッチ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＹ 　エンジンフライホイール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＹ 　エアミキサー開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＹ 　ＥＧＲバルブ開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＹ 　ターボチャージャー開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＹ 　ＥＧＲバルブ清掃

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＹ 　粒子フィルター再生

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＹ 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター再生

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＹ 　ＤＥＮＯＸシステム故障再初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＹ 　再初期化（尿素水インジェクター交換後）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＹ 　ストップアンドスタートコントロール

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＹ 　添加剤リザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＹ 　尿素水リザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＹ 　尿素水リザーバー充填／ドレーン

　＊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／フューエルフィルター／パイプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＹ 　高圧ポンプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＹ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＹ 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＹ 　粒子フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＹ 　Ｎｏｘセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＹ 　プレキャタライザー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＹ 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター交換

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＹ 　ＤＥＮＯＸシステムリザーバー／ゲージポンプモジュール／パイプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＹ 　シリンダーブロック交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＹ 　バッテリー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＹ 　フローメーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ 　インジェクター交換（４気筒）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ 　ターボチャージャー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ 　クラッチ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ 　エンジンフライホイール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ 　エアミキサー開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ 　ＥＧＲバルブ開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ 　ターボチャージャー開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ 　ＥＧＲバルブ清掃

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ 　粒子フィルター再生

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター再生

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ 　ＤＥＮＯＸシステム故障再初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ 　再初期化（尿素水インジェクター交換後）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ 　ストップアンドスタートコントロール

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ 　添加剤リザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ 　尿素水リザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ 　尿素水リザーバー充填／ドレーン

　＊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／フューエルフィルター／パイプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ 　高圧ポンプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ 　粒子フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ 　Ｎｏｘセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ 　プレキャタライザー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター交換

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ 　ＤＥＮＯＸシステムリザーバー／ゲージポンプモジュール／パイプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ 　シリンダーブロック交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ 　バッテリー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ 　フローメーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ／ＢＨＸ 　インジェクター交換（４気筒）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ／ＢＨＸ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ／ＢＨＸ 　クラッチ交換



●シトロエン　作業サポート(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ／ＢＨＸ 　エンジンフライホイール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ／ＢＨＸ 　エアミキサー開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ／ＢＨＸ 　ＥＧＲバルブ開度登録

　＊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開度登録

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ／ＢＨＸ 　ＥＧＲバルブ清掃

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ／ＢＨＸ 　粒子フィルター再生

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ／ＢＨＸ 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター再生

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ／ＢＨＸ 　ＤＥＮＯＸシステム故障再初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ／ＢＨＸ 　再初期化（尿素水インジェクター交換後）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ／ＢＨＸ 　ストップアンドスタートコントロール

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ／ＢＨＸ 　添加剤リザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ／ＢＨＸ 　尿素水リザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ／ＢＨＸ 　尿素水リザーバー充填／ドレーン

　＊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／フューエルフィルター／パイプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ／ＢＨＸ 　高圧ポンプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ／ＢＨＸ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ／ＢＨＸ 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ／ＢＨＸ 　粒子フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ／ＢＨＸ 　Ｎｏｘセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ／ＢＨＸ 　プレキャタライザー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ／ＢＨＸ 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター交換

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ／ＢＨＸ 　ＤＥＮＯＸシステムリザーバー／ゲージポンプモジュール／パイプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ／ＢＨＸ 　シリンダーブロック交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ／ＢＨＸ 　バッテリー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０）ＢＨＺ／ＢＨＸ 　フローメーター交換

　＊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リザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ４２） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ４２） 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ４２） 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ４２） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ４２） 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ４２） 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ４２） 　ターボチャージャー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ４２） 　エンジンブロック交換（フローメーターなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ４２） 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ４２） 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ４２） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパス交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ４２） 　インペラーブロック交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ４２） 　シリンダーブロックベアリング交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ４２） 　補助ドライブベルト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ４２） 　ＥＧＲソレノイドバルブ交換

　＊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／パイプタンク交換

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２＿ＵＤＳ　３．０　ＨＤＩ　１８０ＣＶ　Ｅ５） 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２＿ＵＤＳ　３．０　ＨＤＩ　１８０ＣＶ　Ｅ５） 　フローメーター交換

　＊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強制再生

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２＿ＵＤＳ　３．０　ＨＤＩ　１８０ＣＶ　Ｅ５） 　レール圧力センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２＿ＵＤＳ　３．０　ＨＤＩ　１８０ＣＶ　Ｅ５） 　Ｏ２センサー交換

　＊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ポジションセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２＿ＵＤＳ　３．０　ＨＤＩ　１８０ＣＶ　Ｅ５） 　オイルパラメーター再初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２＿ＵＤＳ　３．０　ＨＤＩ　１８０ＣＶ　Ｅ５） 　クラッチプロポーショナルセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２＿ＵＤＳ　３．０　ＨＤＩ　１８０ＣＶ　Ｅ５） 　スピードリミッター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２）９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ 　強制再生（車両停止時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２）９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２）９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２）９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２）９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ 　インジェクター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２）９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ 　ディーゼルインジェクター初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２）９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２）９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２）９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２）９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２）９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２）９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２）９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２）９ＨＲ　ＤＶ６ＣＴＥＤ 　強制再生（車両停止時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２）９ＨＲ　ＤＶ６ＣＴＥＤ 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２）９ＨＲ　ＤＶ６ＣＴＥＤ 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２）９ＨＲ　ＤＶ６ＣＴＥＤ 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２）９ＨＲ　ＤＶ６ＣＴＥＤ 　インジェクター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２）９ＨＲ　ＤＶ６ＣＴＥＤ 　ディーゼルインジェクター初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２）９ＨＲ　ＤＶ６ＣＴＥＤ 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２）９ＨＲ　ＤＶ６ＣＴＥＤ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２）９ＨＲ　ＤＶ６ＣＴＥＤ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２）９ＨＲ　ＤＶ６ＣＴＥＤ 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２）９ＨＲ　ＤＶ６ＣＴＥＤ 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２）９ＨＲ　ＤＶ６ＣＴＥＤ 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２）９ＨＲ　ＤＶ６ＣＴＥＤ 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿８ＤＦ３） 　個人データゼロリセット

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿８ＤＦ３） 　テレマティックススクリーン

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿８ＤＦ３） 　データ通信ＥＣＵ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿８ＤＦ３） 　データ通信ＥＣＵ　－　ＶＩＮコード

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿８ＤＦ３） 　ボイスメール

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿８ＤＦ３） 　通常ＳＭＳＣナンバー
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　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿８ＤＦ３） 　緊急時用電話番号

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿８ＤＦ３） 　バッテリー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ 　一時的にストップアンドスタートＯＮ（最大１０ｋｍ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ 　強制再生（車両停止時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ 　ディーゼル高圧ポンプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ 　燃料流量レギュレーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ 　ＥＧＲエクスチェンジャー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ 　エアフローメーター変更

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ 　ＡＵＸドライブベルト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ 　一時的にストップアンドスタートＯＮ（最大１０ｋｍ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ 　強制再生（車両停止時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ 　ディーゼル高圧ポンプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ 　燃料流量レギュレーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ 　ＥＧＲエクスチェンジャー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ 　エアフローメーター変更

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ 　ＡＵＸドライブベルト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　強制再生（車両停止時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　インジェクター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　ディーゼルインジェクター初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　強制再生（車両停止時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　インジェクター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　ディーゼルインジェクター初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ 　強制再生（車両停止時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ 　インジェクター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ 　ディーゼルインジェクター初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　強制再生（車両停止時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　インジェクター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　ディーゼルインジェクター初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
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　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ） 　強制再生（車両停止時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ） 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ） 　インジェクター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ） 　ディーゼルインジェクター初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ） 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ） 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ） 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ） 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ） 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ） 　強制再生（車両停止時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　強制再生（車両停止時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　インジェクター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ディーゼルインジェクター初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）９ＨＤ－ＤＶ６ＣＴＥＤ 　強制再生（車両停止時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）９ＨＤ－ＤＶ６ＣＴＥＤ 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）９ＨＤ－ＤＶ６ＣＴＥＤ 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）９ＨＤ－ＤＶ６ＣＴＥＤ 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）９ＨＤ－ＤＶ６ＣＴＥＤ 　インジェクター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）９ＨＤ－ＤＶ６ＣＴＥＤ 　ディーゼルインジェクター初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）９ＨＤ－ＤＶ６ＣＴＥＤ 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）９ＨＤ－ＤＶ６ＣＴＥＤ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）９ＨＤ－ＤＶ６ＣＴＥＤ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）９ＨＤ－ＤＶ６ＣＴＥＤ 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）９ＨＤ－ＤＶ６ＣＴＥＤ 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）９ＨＤ－ＤＶ６ＣＴＥＤ 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）９ＨＤ－ＤＶ６ＣＴＥＤ 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）９ＨＲ－ＤＶ６ＣＴＥＤ 　強制再生（車両停止時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）９ＨＲ－ＤＶ６ＣＴＥＤ 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）９ＨＲ－ＤＶ６ＣＴＥＤ 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）９ＨＲ－ＤＶ６ＣＴＥＤ 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）９ＨＲ－ＤＶ６ＣＴＥＤ 　インジェクター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）９ＨＲ－ＤＶ６ＣＴＥＤ 　ディーゼルインジェクター初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）９ＨＲ－ＤＶ６ＣＴＥＤ 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）９ＨＲ－ＤＶ６ＣＴＥＤ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）９ＨＲ－ＤＶ６ＣＴＥＤ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）９ＨＲ－ＤＶ６ＣＴＥＤ 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）９ＨＲ－ＤＶ６ＣＴＥＤ 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）９ＨＲ－ＤＶ６ＣＴＥＤ 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）９ＨＲ－ＤＶ６ＣＴＥＤ 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ 　強制再生（車両停止時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ 　ターボ交換

　＊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／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ 　インジェクター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ 　ディーゼルインジェクター初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＦＸ　ＭＭ４．８Ｐ） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＦＸ　ＭＭ４８Ｐ） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　電動バタフライハウジング交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　アクセルペダル交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　サブバッテリー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　インジェクター交換

　＊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交換

　＊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交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　ターボチャージャー交換
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　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　サブバッテリー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　スターターモーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　クラッチ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　オルタネーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　ターボチャージャー圧力制御バルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　エンジンフライホイール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　一時的にストップアンドスタートＯＮ（最大１０㎞）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＵ　ＭＭ６ＬＰ） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＵ　ＭＭ６ＬＰ） 　設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＵ　ＭＭ６ＬＰＣ） 　自動適応初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４４） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４４） 　設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ１） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ１） 　設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＷ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＷ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００） 　設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＷ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＷ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ１７＿９＿５２） 　電子スロットル学習

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＶＩＮユーティリティー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５）ＭＥ７４５　Ｎ６Ａ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５）ＭＥ７４５　Ｎ６Ｂ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５）ＭＥ７４５　ＮＦＲ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５）ＭＥ７４５　ＮＦＵ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９）ＭＥ７４９　Ｎ６Ａ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９）ＭＥ７４９　Ｎ６Ｂ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９）ＭＥ７４９　ＮＦＵ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９＿ＥＣ５）ＭＥ７４９＿ＥＣ５　ＮＦＮ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９＿ＥＣ５）ＭＥ７４９＿ＥＣ５　ＮＦＰ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．２）５ＦＥ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．２）５ＦＭ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．２）５ＦＮ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．２）５ＦＶ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　電動バタフライハウジング交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　サブバッテリー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　インジェクター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　吸気可変カムシャフト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　ターボチャージャー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　サブバッテリー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　スターターモーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　クラッチ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　オルタネーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　ターボチャージャー圧力制御バルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　エンジンフライホイール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　一時的にストップアンドスタートＯＮ（最大１０㎞）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　タイミングベルト

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　電動バタフライハウジング交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　サブバッテリー

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

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　吸気可変カムシャフト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　ターボチャージャー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　サブバッテリー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　スターターモーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　クラッチ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　オルタネーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　ターボチャージャー圧力制御バルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　エンジンフライホイール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　一時的にストップアンドスタートＯＮ（最大１０㎞）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　タイミングベルト

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２） 　自動適応値初期化

　＊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 　自動適応値初期化

　＊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 　自動適応値初期化

　＊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 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２）５ＦＶ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２）ＭＥＤ１７．４．２　ＥＵＲＯ　５ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　電動バタフライハウジング交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　サブバッテリー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　インジェクター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　吸気可変カムシャフト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　ターボチャージャー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　サブバッテリー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　スターターモーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　クラッチ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　オルタネーター交換
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　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　ターボチャージャー圧力制御バルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　エンジンフライホイール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　一時的にストップアンドスタートＯＮ（最大１０㎞）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　タイミングベルト

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４＿ＥＰ８） 　電動バタフライハウジング交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４＿ＥＰ８） 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４＿ＥＰ８） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４＿ＥＰ８） 　サブバッテリー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４＿ＥＰ８） 　インジェクター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４＿ＥＰ８） 　吸気可変カムシャフト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４＿ＥＰ８） 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４＿ＥＰ８） 　ターボチャージャー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４＿ＥＰ８） 　サブバッテリー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４＿ＥＰ８） 　スターターモーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４＿ＥＰ８） 　クラッチ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４＿ＥＰ８） 　オルタネーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４＿ＥＰ８） 　ターボチャージャー圧力制御バルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４＿ＥＰ８） 　エンジンフライホイール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４＿ＥＰ８） 　一時的にストップアンドスタートＯＮ（最大１０㎞）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４＿ＥＰ８） 　タイミングベルト

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２） 　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）（ＭＥＶ１７＿４＿２） 　フロント／リアＯ２センサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２） 　アクセルペダルセンサー

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

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２） 　触媒コンバーター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２） 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２） 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２） 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２） 　吸気圧力センサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２） 　バリアブルバルブリフトモーター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２） 　バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２） 　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＿２） 　タイミング

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）５ＦＫ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）５ＦＫ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５ 　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）（ＭＥＶ１７＿４＿２）５ＦＫ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５ 　フロント／リアＯ２センサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）５ＦＫ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５ 　アクセルペダルセンサー

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

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）５ＦＫ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５ 　触媒コンバーター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）５ＦＫ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５ 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）５ＦＫ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５ 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）５ＦＫ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５ 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）５ＦＫ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５ 　吸気圧力センサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）５ＦＫ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５ 　バリアブルバルブリフトモーター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）５ＦＫ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５ 　バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）５ＦＫ　ＭＥＶ１７．４．２　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）（ＭＥＶ１７＿４＿２）５ＦＫ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５ 　タイミング

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５ 　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）（ＭＥＶ１７＿４＿２）５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５ 　フロント／リアＯ２センサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５ 　アクセルペダルセンサー

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

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５ 　触媒コンバーター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５ 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５ 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５ 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５ 　吸気圧力センサー

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

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５ 　バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　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）（ＭＥＶ１７＿４＿２）５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５ 　タイミング

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３Ｃ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３Ｃ 　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）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３Ｃ 　フロント／リアＯ２センサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３Ｃ 　アクセルペダルセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３Ｃ 　インジェクター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３Ｃ 　触媒コンバーター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３Ｃ 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３Ｃ 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３Ｃ 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３Ｃ 　吸気圧力センサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３Ｃ 　バリアブルバルブリフトモーター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３Ｃ 　バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３Ｃ 　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＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３Ｃ 　タイミング

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＧＡＺ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＧＡＺ 　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）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＧＡＺ 　フロント／リアＯ２センサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＧＡＺ 　アクセルペダルセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＧＡＺ 　インジェクター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＧＡＺ 　触媒コンバーター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＧＡＺ 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＧＡＺ 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＧＡＺ 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
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　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＧＡＺ 　吸気圧力センサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＧＡＺ 　バリアブルバルブリフトモーター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＧＡＺ 　バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＧＡＺ 　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＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＧＡＺ 　タイミング

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＭ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＭ 　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）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＭ 　フロント／リアＯ２センサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＭ 　アクセルペダルセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＭ 　インジェクター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＭ 　触媒コンバーター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＭ 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＭ 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＭ 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２）ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＭ 　吸気圧力センサー
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　＊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 　触媒コンバーター

　＊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 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　＊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 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　＊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 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　＊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 　吸気圧力センサー

　＊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システムポジションセンサー

　＊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 　タイミング

　＊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 　自動適応値初期化

　＊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 　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）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５）ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ 　フロント／リアＯ２センサー

　＊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 　アクセルペダルセンサー

　＊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

　＊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 　触媒コンバーター

　＊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 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　＊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 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　＊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 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　＊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 　吸気圧力センサー

　＊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システムポジションセンサー

　＊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 　タイミング

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２）５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ５ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２）５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ５ 　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）（ＭＥＶＤ１７．４．２）５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ５ 　フロント／リアＯ２センサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２）５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ５ 　アクセルペダルセンサー

　＊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

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２）５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ５ 　触媒コンバーター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２）５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ５ 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２）５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ５ 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２）５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ５ 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２）５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ５ 　吸気圧力センサー

　＊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システムポジションセンサー

　＊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 　タイミング

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２）ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ５ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２）ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ５ 　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）（ＭＥＶＤ１７．４．２）ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ５ 　フロント／リアＯ２センサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２）ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ５ 　アクセルペダルセンサー

　＊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

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２）ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ５ 　触媒コンバーター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２）ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ５ 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２）ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ５ 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２）ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ５ 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２）ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ５ 　吸気圧力センサー

　＊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システムポジションセンサー

　＊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 　タイミング

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２） 　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）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２） 　フロント／リアＯ２センサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２） 　アクセルペダルセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２） 　インジェクター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２） 　触媒コンバーター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２） 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２） 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２） 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２） 　吸気圧力センサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２） 　バリアブルバルブリフトモーター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２） 　バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２） 　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）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２） 　タイミング

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２）５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ５ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２）５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ５ 　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）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２）５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ５ 　フロント／リアＯ２センサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２）５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ５ 　アクセルペダルセンサー

　＊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

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２）５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ５ 　触媒コンバーター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２）５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ５ 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２）５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ５ 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２）５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ５ 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２）５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ５ 　吸気圧力センサー

　＊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モーター
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　＊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システムポジションセンサー

　＊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 　タイミング

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２）ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ５ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２）ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ５ 　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）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２）ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ５ 　フロント／リアＯ２センサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２）ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ５ 　アクセルペダルセンサー

　＊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

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２）ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ５ 　触媒コンバーター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２）ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ５ 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２）ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ５ 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２）ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ５ 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２）ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ５ 　吸気圧力センサー

　＊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システムポジションセンサー

　＊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 　タイミング

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿４） 　電動バタフライハウジング交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿４） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿４） 　サブバッテリー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿４） 　吸気可変カムシャフト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿４） 　排気可変カムシャフト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿４） 　サブバッテリー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿４） 　スターターモーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿４） 　クラッチ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿４） 　オルタネーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿４） 　一時的にストップアンドスタートＯＮ（最大１０㎞）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿４） 　タイミングベルト

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＭ６ＫＰ　Ｂｉｏ　Ｆｌｅｘ） 　自動適応初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＭ６ＫＰ　Ｂｉｏ　Ｆｌｅｘ） 　設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｎ６Ａ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４４） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｎ６Ａ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４５） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｎ６Ａ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＲ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４５） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＲ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＳ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４５） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＳ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７．４．４） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７．４．４） 　設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４４） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４４） 　設定

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４５） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　自動適応初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＫ　ＭＭ６ＬＰ） 　自動適応初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＮ　ＭＭ４．８Ｐ） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＮ　ＭＭ６ＬＰ） 　自動適応初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＳ　ＭＭ４．８Ｐ） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＤ　ＤＣＭ３．５） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＤ　ＤＣＭ３．５） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＤ　ＤＣＭ３．５） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＤ　ＤＣＭ３．５） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　強制再生（車両停止時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　ＥＧＲソレノイドバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　差圧センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　高圧ポンプ／流量レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　ＥＧＲエレクトロバルブ初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　ターボ初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　差圧センサー初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　高圧ポンプ初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　エアフローメーター初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　強制再生（車両停止時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ＥＧＲソレノイドバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　差圧センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　高圧ポンプ／流量レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ＥＧＲエレクトロバルブ初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ターボ初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　差圧センサー初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　高圧ポンプ初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　エアフローメーター初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ　３．５） 　粒子フィルター強制再生（停止中）
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　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ　３．５） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ　３．５） 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ　３．５） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ　３．５） 　添加剤リザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ　３．５） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ　３．５） 　ディーゼル添加剤タンク＆フューエルタンク交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ３．５） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ３．５） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ３．５） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ３．５） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ＥＧＲエクスチェンジャー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　差圧センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ディーゼル高圧レール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エンジンブロック交換（フローメーターなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エンジンブロック交換（フローメーターあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ＡＵＸドライブベルト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ＥＧＲエクスチェンジャー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　差圧センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ディーゼル高圧レール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エンジンブロック交換（フローメーターなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エンジンブロック交換（フローメーターあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ＡＵＸドライブベルト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　強制再生（車両停止時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　ＥＧＲソレノイドバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　差圧センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　高圧ポンプ／流量レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　ＥＧＲエレクトロバルブ初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　ターボ初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　差圧センサー初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　高圧ポンプ初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　エアフローメーター初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ＥＧＲエクスチェンジャー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　差圧センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ディーゼル高圧レール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エンジンブロック交換（フローメーターなし）
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　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エンジンブロック交換（フローメーターあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ＡＵＸドライブベルト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　強制再生（車両停止時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　ＥＧＲソレノイドバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　差圧センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　高圧ポンプ／流量レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　ＥＧＲエレクトロバルブ初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　ターボ初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　差圧センサー初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　高圧ポンプ初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　エアフローメーター初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　強制再生（車両停止時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ＥＧＲソレノイドバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　差圧センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　高圧ポンプ／流量レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ＥＧＲエレクトロバルブ初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ターボ初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　差圧センサー初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　高圧ポンプ初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　エアフローメーター初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ＥＧＲエクスチェンジャー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　差圧センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ディーゼル高圧レール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　エンジンブロック交換（フローメーターなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　エンジンブロック交換（フローメーターあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ＡＵＸドライブベルト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ＥＧＲエクスチェンジャー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　差圧センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ディーゼル高圧レール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エンジンブロック交換（フローメーターなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エンジンブロック交換（フローメーターあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ＡＵＸドライブベルト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０１　ＵＨＺ） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０１　ＵＨＺ） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０１　ＵＨＺ） 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０１　ＵＨＺ） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０１　ＵＨＺ） 　添加剤リザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０１　ＵＨＺ） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０１　ＵＨＺ） 　ディーゼル添加剤タンク＆フューエルタンク交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　粒子排出フィルター交換
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　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　差圧センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　ターボチャージャー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　フローメーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　オイルパラメーター再初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　オーバーホール

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　強制再生（車両停止時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　インジェクター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　ディーゼルインジェクター初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ 　強制再生（車両停止時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ 　インジェクター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ 　ディーゼルインジェクター初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ 　強制再生（車両停止時）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ 　ターボ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ 　インジェクター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ 　ディーゼルインジェクター初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ 　エアミキサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ 　エアフローセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７）ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ 　Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＵＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ２０１） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＵＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ２０１） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＵＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ２０１） 　ＥＧＲバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＵＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ２０１） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＵＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ２０１） 　添加剤リザーバー充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＵＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ２０１） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＵＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ２０１） 　ディーゼル添加剤タンク＆フューエルタンク交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４）Ｖ３４．４　ＥＳＳＥＮＣＥ 　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）（Ｖ３４．４）Ｖ３４．４　ＥＳＳＥＮＣＥ 　アクセルペダルセンサー

　＊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

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４）Ｖ３４．４　ＥＳＳＥＮＣＥ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４）Ｖ３４．４　ＥＳＳＥＮＣＥ 　Ｏ２センサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４）Ｖ３４．４　ＥＳＳＥＮＣＥ 　エンジン回転数センサー／エンジン回転数センサー目標

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４）Ｖ３４．４　ＥＳＳＥＮＣＥ 　エンジン燃焼関連機械部品

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４）Ｖ３４．４　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ 　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）（Ｖ３４．４）Ｖ３４．４　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ 　アクセルペダルセンサー

　＊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

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４）Ｖ３４．４　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４）Ｖ３４．４　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ 　Ｏ２センサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４）Ｖ３４．４　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ 　エンジン回転数センサー／エンジン回転数センサー目標

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４）Ｖ３４．４　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ 　エンジン燃焼関連機械部品

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５）Ｖ３４．５　ＥＳＳＥＮＣＥ 　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）（Ｖ３４．５）Ｖ３４．５　ＥＳＳＥＮＣＥ 　アクセルペダルセンサー

　＊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

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５）Ｖ３４．５　ＥＳＳＥＮＣＥ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５）Ｖ３４．５　ＥＳＳＥＮＣＥ 　Ｏ２センサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５）Ｖ３４．５　ＥＳＳＥＮＣＥ 　エンジン回転数センサー／エンジン回転数センサー目標

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５）Ｖ３４．５　ＥＳＳＥＮＣＥ 　エンジン燃焼関連機械部品

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５）Ｖ３４．５　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ 　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）（Ｖ３４．５）Ｖ３４．５　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ 　アクセルペダルセンサー

　＊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

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５）Ｖ３４．５　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５）Ｖ３４．５　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ 　Ｏ２センサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５）Ｖ３４．５　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ 　エンジン回転数センサー／エンジン回転数センサー目標

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５）Ｖ３４．５　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ 　エンジン燃焼関連機械部品

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）２３Ａ 　自動適応値初期化
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　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）２３Ａ 　一時的にストップアンドスタートＯＮ（最大１０ｋｍ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）２３Ａ 　マッチング

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）２３Ａ 　電動バタフライハウジング交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）２３Ａ 　アクセルペダル交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）２３Ａ 　インジェクター交換

　＊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ソレノイドバルブ交換

　＊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ソレノイドバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）２３Ａ 　エンジン回転数センサー登録作業

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）ＨＭＵ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）ＨＭＵ 　一時的にストップアンドスタートＯＮ（最大１０ｋｍ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）ＨＭＵ 　マッチング

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）ＨＭＵ 　電動バタフライハウジング交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）ＨＭＵ 　アクセルペダル交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）ＨＭＵ 　インジェクター交換

　＊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ソレノイドバルブ交換

　＊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ソレノイドバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）ＨＭＵ 　エンジン回転数センサー登録作業

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）ＨＭＹ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）ＨＭＹ 　一時的にストップアンドスタートＯＮ（最大１０ｋｍ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）ＨＭＹ 　マッチング

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）ＨＭＹ 　電動バタフライハウジング交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）ＨＭＹ 　アクセルペダル交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）ＨＭＹ 　インジェクター交換

　＊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ソレノイドバルブ交換

　＊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ソレノイドバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）ＨＭＹ 　エンジン回転数センサー登録作業

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）ＨＭＺ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）ＨＭＺ 　一時的にストップアンドスタートＯＮ（最大１０ｋｍ）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）ＨＭＺ 　マッチング

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）ＨＭＺ 　電動バタフライハウジング交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）ＨＭＺ 　アクセルペダル交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）ＨＭＺ 　インジェクター交換

　＊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ソレノイドバルブ交換

　＊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ソレノイドバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）ＨＭＺ 　エンジン回転数センサー登録作業

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）Ｖ４６　ＨＭＺ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）Ｖ４６　ＨＭＺ 　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）（Ｖ４６）Ｖ４６　ＨＭＺ 　インジェクター

　＊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 　吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）Ｖ４６　ＨＭＺ 　シリンダーリファレンスセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）Ｖ４６　ＨＭＺ 　アクセルペダル

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）Ｖ４６　ＳＤＡ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）Ｖ４６　ＳＤＡ 　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）（Ｖ４６）Ｖ４６　ＳＤＡ 　インジェクター

　＊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 　吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）Ｖ４６　ＳＤＡ 　シリンダーリファレンスセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）Ｖ４６　ＳＤＡ 　アクセルペダル

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）Ｖ４６　ＹＦＹ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）Ｖ４６　ＹＦＹ 　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）（Ｖ４６）Ｖ４６　ＹＦＹ 　インジェクター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）Ｖ４６　ＹＦＹ 　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　ＹＦＹ 　吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）Ｖ４６　ＹＦＹ 　シリンダーリファレンスセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６）Ｖ４６　ＹＦＹ 　アクセルペダル

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿２１） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿２１） 　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）（Ｖ４６＿２１） 　インジェクター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿２１） 　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） 　吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿２１） 　シリンダーリファレンスセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿２１） 　アクセルペダル

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿２１）Ｖ４６．２１　ＮＦＰ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿２１）Ｖ４６．２１　ＮＦＰ 　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）（Ｖ４６＿２１）Ｖ４６．２１　ＮＦＰ 　インジェクター

　＊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 　吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿２１）Ｖ４６．２１　ＮＦＰ 　シリンダーリファレンスセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿２１）Ｖ４６．２１　ＮＦＰ 　アクセルペダル

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２）Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ２ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２）Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ２ 　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）（Ｖ４６＿３２）Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ２ 　インジェクター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２）Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ２ 　吸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 　吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２）Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ２ 　シリンダーリファレンスセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２）Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ２ 　アクセルペダル

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２）Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ４ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２）Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ４ 　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）（Ｖ４６＿３２）Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ４ 　インジェクター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２）Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ４ 　吸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　Ｙ４ 　吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２）Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ４ 　シリンダーリファレンスセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２）Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ４ 　アクセルペダル

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２）Ｖ４６．３２　Ｙ２ 　自動適応値初期化
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　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２）Ｖ４６．３２　Ｙ２ 　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）（Ｖ４６＿３２）Ｖ４６．３２　Ｙ２ 　インジェクター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２）Ｖ４６．３２　Ｙ２ 　吸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　Ｙ２ 　吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２）Ｖ４６．３２　Ｙ２ 　シリンダーリファレンスセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２）Ｖ４６．３２　Ｙ２ 　アクセルペダル

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２）Ｖ４６．３２　Ｙ４ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２）Ｖ４６．３２　Ｙ４ 　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）（Ｖ４６＿３２）Ｖ４６．３２　Ｙ４ 　インジェクター

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２）Ｖ４６．３２　Ｙ４ 　吸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　Ｙ４ 　吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２）Ｖ４６．３２　Ｙ４ 　シリンダーリファレンスセンサー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２）Ｖ４６．３２　Ｙ４ 　アクセルペダル

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　電動バタフライハウジング交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　アクセルペダル交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　サブバッテリー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　インジェクター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　吸気可変カムシャフト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　排気可変カムシャフト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　ターボチャージャー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　サブバッテリー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　スターターモーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　クラッチ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　オルタネーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　ターボチャージャー圧力制御バルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　エンジンフライホイール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　一時的にストップアンドスタートＯＮ（最大１０㎞）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６）エンジンタイプ　：　ＧＣ 　電動バタフライハウジング交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６）エンジンタイプ　：　ＧＣ 　アクセルペダル交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６）エンジンタイプ　：　ＧＣ 　エキゾーストマニホールド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６）エンジンタイプ　：　ＧＣ 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６）エンジンタイプ　：　ＧＣ 　サブバッテリー

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６）エンジンタイプ　：　ＧＣ 　インジェクター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６）エンジンタイプ　：　ＧＣ 　吸気可変カムシャフト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６）エンジンタイプ　：　ＧＣ 　排気可変カムシャフト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６）エンジンタイプ　：　ＧＣ 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６）エンジンタイプ　：　ＧＣ 　ターボチャージャー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６）エンジンタイプ　：　ＧＣ 　サブバッテリー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６）エンジンタイプ　：　ＧＣ 　スターターモーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６）エンジンタイプ　：　ＧＣ 　クラッチ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６）エンジンタイプ　：　ＧＣ 　オルタネーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６）エンジンタイプ　：　ＧＣ 　ターボチャージャー圧力制御バルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６）エンジンタイプ　：　ＧＣ 　エンジンフライホイール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６）エンジンタイプ　：　ＧＣ 　一時的にストップアンドスタートＯＮ（最大１０㎞）

　＊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 　電動バタフライハウジング交換

　＊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 　アクセルペダル交換

　＊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 　エキゾーストマニホールド交換

　＊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 　自動適応値初期化

　＊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 　サブバッテリー

　＊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 　インジェクター交換

　＊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交換

　＊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交換

　＊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 　シリンダーヘッド交換

　＊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 　ターボチャージャー交換

　＊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 　サブバッテリー交換

　＊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 　スターターモーター交換

　＊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 　クラッチ交換

　＊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 　オルタネーター交換

　＊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 　ターボチャージャー圧力制御バルブ交換

　＊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 　エンジンフライホイール交換

　＊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 　一時的にストップアンドスタートＯＮ（最大１０㎞）

　＊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 　電動バタフライハウジング交換

　＊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 　アクセルペダル交換

　＊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 　エキゾーストマニホールド交換

　＊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 　自動適応値初期化

　＊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 　サブバッテリー

　＊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 　インジェクター交換

　＊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交換

　＊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交換

　＊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 　シリンダーヘッド交換

　＊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 　ターボチャージャー交換

　＊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 　サブバッテリー交換

　＊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 　スターターモーター交換

　＊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 　クラッチ交換

　＊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 　オルタネーター交換

　＊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 　ターボチャージャー圧力制御バルブ交換

　＊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 　エンジンフライホイール交換

　＊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 　一時的にストップアンドスタートＯＮ（最大１０㎞）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　インジェクター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　粒子排出フィルター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　差圧センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　エキゾーストマニホールド交換
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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）（ＶＤ５６） 　吸気可変カムシャフト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　排気可変カムシャフト交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　サブバッテリー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　スターターモーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　オルタネーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　ターボチャージャー圧力制御バルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　エンジンフライホイール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　ニュートラルセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　クラッチプロポーショナルセンサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　電動スロットルハウジング交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　失火登録値再初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　触媒コンバーター交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　オイルポンプ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　バルブシート交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　吸気制御モジュール（ＭＥＡＰ）交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　吸気制御モジュール（ＭＥＡＰ）修理

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　シリンダーヘッド交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　上流Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　下流Ｏ２センサー交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　ピストン交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６）
　電動スロットルターボチャージャー＆ターボチャージャー
ディスチャージソレノイドバルブ交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　エンジンブロック交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　スパーク前自己着火数リセット（ランブル）

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　スパーク前自己着火（ランブル）後エンジントルク制限リセット

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　自動適応値初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　自動適応初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ガソリンエンジン）ＭＥ７９５ 　スロットルモーターバルブ登録

　＊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） 　オイルパラメーター再初期化

　＊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） 　エアコン／クルーズコントロール交換

　＊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） 　高圧ポンプ／流量レギュレーションバルブ学習

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（プーマ）プーマ　４ＨＶ 　オイルパラメーター再初期化

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（プーマ）プーマ　４ＨＶ 　エアコン／クルーズコントロール交換

　＊エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（プーマ）プーマ　４ＨＶ 　高圧ポンプ／流量レギュレーションバルブ学習

　＊ギアボックス（ＢＶＡ　ＡＭ６＿ＡＴ６　ユーロ５） 　ニュートラルポジション登録

　＊ギアボックス（ＢＶＡ　ＡＭ６＿ＡＴ６　ユーロ５） 　オートマチックギアボックスオイル交換

　＊ギアボックス（ＢＶＡ　ＡＭ６＿ＡＴ６＿ＵＤＳ） 　ニュートラルポジション登録

　＊ギアボックス（ＢＶＡ　ＡＭ６＿ＡＴ６＿ＵＤＳ） 　登録値（パーシャルリアライメント）

　＊ギアボックス（ＢＶＡ　ＡＭ６＿ＡＴ６＿ＵＤＳ） 　登録値（フルリアライメント）

　＊ギアボックス（ＢＶＡ　ＡＭ６＿ＡＴ６＿ＵＤＳ） 　オートマチックギアボックスオイル交換

　＊ギアボックス（ＢＶＡ＿ＡＭ６＿ＡＴ６＿ユーロ５） 　ニュートラルポジション登録

　＊ギアボックス（ＢＶＡ＿ＡＭ６＿ＡＴ６＿ユーロ５） 　オートマチックギアボックスオイル交換

　＊ギアボックス（ＢＶＡ＿ＡＴ８） 　オイルウェアカウンター

　＊ギアボックス（ＢＶＡ＿ＡＴ８） 　自動適応初期化

　＊ギアボックス（ＢＶＡ＿ＡＸＮ８） 　登録値（パーシャルリアライメント）

　＊ギアボックス（ＢＶＡ＿ＡＸＮ８） 　ハイドロリックブロック交換

　＊ギアボックス（ＢＶＭＰ＿ＭＡ） 　登録手順（ギアボックス＆クラッチアクチュエーター）

　＊ギアボックス（ＢＶＭＰ＿ＭＡ） 　ギアボックス登録

　＊ギアボックス（ＢＶＭＰ＿ＭＡ） 　クラッチアクチュエーター登録

　＊ギアボックス（ＢＶＭＰ＿ＭＡ） 　ギアボックスアクチュエーター初期化

　＊ギアボックス（ＢＶＭＰ＿ＭＡ） 　ギアボックスアクチュエーター取外し位置設定

　＊ギアボックス（ＢＶＭＰ＿ＭＡ） 　ギアボックスアクチュエーター取付け位置設定

　＊ギアボックス（ＣＦＣ３００Ｐ） 　ギアボックスプログラミング

　＊ギアボックス（ＣＦＣ３００Ｐ） 　ギアボックスゲート学習

　＊ギアボックス（ＣＦＣ３００Ｐ） 　クラッチ係合点登録

　＊ギアボックス（ＣＦＣ３００Ｐ） 　伝達率値初期化

　＊ギアボックス（ＣＦＣ３００Ｐ） 　油圧系統エア抜き

　＊ギアボックス（ＣＦＣ３００Ｐ） 　油圧系統減圧

　＊ギアボックス（ＣＦＣ３００Ｐ） 　油圧系統加圧

　＊ギアボックス（ＣＦＣ３００Ｐ＿Ｈｙ） 　ギアボックスプログラミング

　＊ギアボックス（ＣＦＣ３００Ｐ＿Ｈｙ） 　ギアボックスゲート学習

　＊ギアボックス（ＣＦＣ３００Ｐ＿Ｈｙ） 　クラッチ係合点登録

　＊ギアボックス（ＣＦＣ３００Ｐ＿Ｈｙ） 　伝達率値初期化

　＊ギアボックス（ＣＦＣ３００Ｐ＿Ｈｙ） 　油圧系統エア抜き

　＊ギアボックス（ＣＦＣ３００Ｐ＿Ｈｙ） 　油圧系統減圧

　＊ギアボックス（ＣＦＣ３００Ｐ＿Ｈｙ） 　油圧系統加圧

　＊ギアボックス（ＣＦＣ３００Ｐギアボックス） 　ギアボックスプログラミング

　＊ギアボックス（ＣＦＣ３００Ｐギアボックス） 　ギアボックスゲート学習

　＊ギアボックス（ＣＦＣ３００Ｐギアボックス） 　クラッチ係合点登録

　＊ギアボックス（ＣＦＣ３００Ｐギアボックス） 　伝達率値初期化

　＊ギアボックス（ＣＦＣ３００Ｐギアボックス） 　油圧系統エア抜き

　＊ギアボックス（ＣＦＣ３００Ｐギアボックス） 　油圧系統減圧

　＊ギアボックス（ＣＦＣ３００Ｐギアボックス） 　油圧系統加圧

　＊ギアボックス（オートギアボックス　ＡＬ４） 　ＡＴ自動適応初期化

　＊ギアボックス（オートギアボックス　ＡＬ４） 　オイルウェアカウンター

　＊ギアボックス（オートギアボックス　ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　ＡＴ自動適応初期化

　＊ギアボックス（オートギアボックス　ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　オイルウェアカウンター

　＊ダイナミックヘッドランプハイトジャスター（オートサーチ（ダイナミックヘッドランプハイトジャスター）） 　調整

　＊パーキングアシスト（ＡＡＳ） 　設定

　＊パーキングアシスト（オートサーチ（パーキングアシスト）） 　設定

　＊ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　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（ＢＳＩ　２０１０） 　メンテナンスインジケーターリセット

　＊ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　サービススケジュール選択

　＊マルチファンクションスクリーン（オートサーチ（マルチファンクションスクリーン）） 　設定　表示モード

　＊マルチファンクションスクリーン（オートサーチ（マルチファンクションスクリーン）） 　オプション設定
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システム名 項目名

　＊マルチファンクションスクリーン（オートサーチ（マルチファンクションスクリーン）） 　リモートコントロール設定

　＊マルチファンクションスクリーン（オートサーチ（マルチファンクションスクリーン）） 　カスタマー言語設定

　＊マルチファンクションスクリーン（オートサーチ（マルチファンクションスクリーン）） 　カスタマーパラメーターセッティングメニュー設定

　＊レインライトセンサー（ＣＤＰＬ＿ＵＤＳ＿ＨＥＬＬＡ） 　初期化

　ＡＢＳ（ＡＢＳ　ＭＫ６０） 　エア抜き

　ＡＢＳ（ＡＢＳ　ＭＫ６０） 　フロント右ホイールソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＡＢＳ　ＭＫ６０） 　フロント左ホイールソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＡＢＳ　ＭＫ６０） 　リア右ホイールソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＡＢＳ　ＭＫ６０） 　リア左ホイールソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＡＢＳ　ＭＫ６０） 　設定

　ＡＢＳ（ＡＢＳ　ＭＫ７０） 　エア抜き

　ＡＢＳ（ＡＢＳ　ＭＫ７０） 　フロント右ホイールソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＡＢＳ　ＭＫ７０） 　フロント左ホイールソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＡＢＳ　ＭＫ７０） 　リア右ホイールソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＡＢＳ　ＭＫ７０） 　リア左ホイールソレノイドバルブ

　ＡＢＳ（ＡＢＳ　ＭＫ７０） 　設定

　ＡＢＳ（ＥＳＰ　ＢＯＳＣＨ５．７） 　ステアリングホイールアングルセンサー調整

　ＡＢＳ（ＥＳＰ８　ＢＯＳＣＨ） 　ステアリングホイールアングルセンサー調整

　ＡＢＳ（ＥＳＰ８．１　ＢＯＳＣＨ） 　ステアリングホイールアングルセンサー調整

　ＡＢＳ（ＥＳＰ８．１　ＢＯＳＣＨ） 　縦Ｇセンサー補正

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ＥＣＢユーティリティ

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　アキュムレーター０ダウン駆動

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　エア抜き

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　エア抜き（海外向け）

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　テストモード

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　バックアップメモリ消去

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　ヨーレート　Ｇセンサ０点消去（ＥＣＢ用）

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　リニア弁学習値初期化

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　車両安定制御システム（ＶＳＣ）

　ＡＢＳ（ＲＢＶ） 　整備モード

　ＡＢＳ（ＴＥＶＥＳ　ＭＫ２０） 　テーベス　ＭＫ２０　エア抜き

　ＡＢＳ（ＴＥＶＥＳ　ＭＫ２０） 　テーベス　ＭＫ２０　シミュレーション

　ＡＢＳ（ＴＥＶＥＳ） 　テーベス　ＭＫ２０　エア抜き

　ＡＢＳ（ＴＥＶＥＳ） 　テーベス　ＭＫ２０　シミュレーション

　ＡＢＳ　ＥＳＰ 　ＥＳＰ　ＥＣＵ－エンジンＥＣＵペアリング

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（８１　ＥＳＰ） 　ＥＰＢ自動係合再有効化

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（８１　ＥＳＰ） 　ＥＰＢ自動係合無効化

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（８１　ＥＳＰ） 　エア抜き

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（８１　ＥＳＰ） 　エレクトリックバキュームポンプ診断手順無効

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（８１　ＥＳＰ） 　エレクトリックバキュームポンプ診断手順有効

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（８１　ＥＳＰ） 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（８１　ＥＳＰ） 　縦Ｇセンサー補正

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　ＥＰＢ自動係合再有効化

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　ＥＰＢ自動係合無効化

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　ＥＰＢ初期駆動

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　ＥＳＰ　ＥＣＵメモリーデフラグ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　エア抜き

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　ブレーキパッド交換

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　リア右モーターブレーキキャリパー交換

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　リア左モーターブレーキキャリパー交換

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　右側ＥＰＢ（ＦＳＥ）アクチュエーター交換

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　左側ＥＰＢ（ＦＳＥ）アクチュエーター交換

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　縦Ｇセンサー補正

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（９０　ＥＳＰ） 　電動パーキングブレーキ自動係合機能停止

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８１） 　エア抜き

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８１） 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　８１） 　ホイールトランスミッターモジュール識別子読込み

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　１００） 　エア抜き

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　１００） 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　１００） 　油圧ブロックエア抜き（ＡＢＳ　ＭＫ１００）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　７０） 　エア抜き

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　７０） 　フロント右ホイールソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　７０） 　フロント左ホイールソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　７０） 　リア右ホイールソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　７０） 　リア左ホイールソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ　７０） 　設定

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ６０） 　エア抜き

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ６０） 　フロント右ホイールソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ６０） 　フロント左ホイールソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ６０） 　リア右ホイールソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ６０） 　リア左ホイールソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ６０） 　設定

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ７０） 　エア抜き

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ７０） 　フロント右ホイールソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ７０） 　フロント左ホイールソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ７０） 　リア右ホイールソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ７０） 　リア左ホイールソレノイドバルブ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ　ＭＫ７０） 　設定

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＡＢＳ＿ＭＫ　１００） 　油圧ブロックエア抜き（ＡＢＳ　ＭＫ１００）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８．１） 　ＥＰＢ自動係合再有効化

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８．１） 　ＥＰＢ自動係合無効化

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８．１） 　エア抜き

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８．１） 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８．１） 　縦Ｇセンサー補正
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　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８１） 　ＥＰＢ自動係合再有効化

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８１） 　ＥＰＢ自動係合無効化

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８１） 　エア抜き

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８１） 　エレクトリックバキュームポンプ診断手順無効

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８１） 　エレクトリックバキュームポンプ診断手順有効

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８１） 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　８１） 　縦Ｇセンサー補正

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０） 　ＥＰＢ自動係合再有効化

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０） 　ＥＰＢ自動係合無効化

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０） 　ＥＰＢ初期駆動

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０） 　ＥＳＰ　ＥＣＵメモリーデフラグ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０） 　エア抜き

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０） 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０） 　ブレーキパッド交換

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０） 　リア右モーターブレーキキャリパー交換

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０） 　リア左モーターブレーキキャリパー交換

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０） 　右側ＥＰＢ（ＦＳＥ）アクチュエーター交換

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０） 　左側ＥＰＢ（ＦＳＥ）アクチュエーター交換

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０） 　縦Ｇセンサー補正

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０＿Ｆ） 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０＿Ｆ） 　縦Ｇセンサー／横Ｇセンサー初期化

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　９０＿Ｆ） 　縦Ｇセンサー／横Ｇセンサー補正

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ　１００） 　ＥＳＰ　ＥＣＵ交換

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ　１００） 　ジャイロメーター／Ｇセンサー補正

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ　１００） 　ハイドロリックブロックエア抜き（ＥＳＰ　ＭＫ１００）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ１００） 　ＥＳＰ　ＥＣＵ交換

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ１００） 　ジャイロメーター／Ｇセンサー補正

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＭＫ１００） 　ハイドロリックブロックエア抜き（ＥＳＰ　ＭＫ１００）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＶＳＣ４４０） 　エア抜き

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ　ＶＳＣ４４０） 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ　１００） 　ハイドロリックブロックエア抜き（ＥＳＰ　ＭＫ１００）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０） 　エア抜き

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０） 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０） 　縦Ｇセンサー補正

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０＿Ｏ） 　エア抜き

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０＿Ｏ） 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ＿ＭＫ６０＿Ｏ） 　縦Ｇセンサー補正

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８．１＿ＢＯＳＣＨ） 　ＥＰＢ自動係合再有効化

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８．１＿ＢＯＳＣＨ） 　ＥＰＢ自動係合無効化

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８．１＿ＢＯＳＣＨ） 　エア抜き

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８．１＿ＢＯＳＣＨ） 　エレクトリックバキュームポンプ診断手順無効

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８．１＿ＢＯＳＣＨ） 　エレクトリックバキュームポンプ診断手順有効

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８．１＿ＢＯＳＣＨ） 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８．１＿ＢＯＳＣＨ） 　縦Ｇセンサー補正

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８＿ＢＯＳＣＨ） 　エア抜き

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ８＿ＢＯＳＣＨ） 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ９０） 　ＥＰＢ自動係合再有効化

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ９０） 　ＥＰＢ初期駆動

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ９０） 　ＥＳＰ　ＥＣＵメモリーデフラグ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ９０） 　エア抜き

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ９０） 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ９０） 　ブレーキパッド交換

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ９０） 　リア右モーターブレーキキャリパー交換

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ９０） 　リア左モーターブレーキキャリパー交換

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ９０） 　右側ＥＰＢ（ＦＳＥ）アクチュエーター交換

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ９０） 　左側ＥＰＢ（ＦＳＥ）アクチュエーター交換

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ９０） 　縦Ｇセンサー補正

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＥＳＰ９０） 　電動パーキングブレーキ自動係合機能停止

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（ＭＫ　１００） 　ハイドロリックブロックエア抜き（ＥＳＰ　ＭＫ１００）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　ＥＰＢ自動係合再有効化

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　ＥＰＢ自動係合無効化

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　ＥＰＢ初期駆動

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　ＥＳＰ　ＥＣＵメモリーデフラグ

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　エア抜き

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　エレクトリックバキュームポンプ診断手順無効

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　エレクトリックバキュームポンプ診断手順有効

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　ステアリングホイールアングルセンサ校正

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　ハイドロリックブロックエア抜き（ＥＳＰ　ＭＫ１００）

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　ブレーキパッド交換

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　リア右モーターブレーキキャリパー交換

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　リア左モーターブレーキキャリパー交換

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　右側ＥＰＢ（ＦＳＥ）アクチュエーター交換

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　左側ＥＰＢ（ＦＳＥ）アクチュエーター交換

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　縦Ｇセンサー補正

　ＡＢＳ　ＥＳＰ（オートサーチ（ＡＢＳ　ＥＳＰ）） 　油圧ブロックエア抜き（ＡＢＳ　ＭＫ１００）

　Ｂｏｓｃｈ　ＭＰ　７．３ 　初期自動適応値

　ＣＤプレーヤー 　ＣＤチェンジャー設定

　ＣＤプレーヤー（ＡＡＳ） 　ＣＤチェンジャー設定

　ＣＰＨ 　ロック

　ＣＰＨ 　アンロック

　ＣＰＨ 　設定

　ＥＰＳ（ＥＰＳ＿Ｔ） 　トルクセンサー調整

　アクティブセーフティー（ＡＢＳ　ＴＥＶＥＳ　ＭＫ２０） 　テーベス　ＭＫ２０　エア抜き

　アクティブセーフティー（ＡＢＳ　ＴＥＶＥＳ　ＭＫ２０） 　テーベス　ＭＫ２０　シミュレーション

　アラーム 　アラーム設定
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　アンダーインフレーションディテクション（ＤＳＧ＿ＵＤＳ） 　ホイールトランスミッターモジュール識別子書込み

　アンダーインフレーションディテクション（ＤＳＧ＿ＵＤＳ） 　ホイールトランスミッターモジュール識別子読込み

　アンダーインフレーションディテクション（ＤＳＧ＿ＵＤＳ） 　ホイールトランスミッターモジュール初期化

　アンダーインフレーションディテクション（ＤＳＧ＿ＵＤＳ） 　ホイールトランスミッターモジュール信号初期化

　イモビライザー 　トランスポンダコード消去

　イモビライザー 　トランスポンダコード登録

　イモビライザー（ＣＰＨ） 　アンロック

　イモビライザー（ＣＰＨ） 　ロック

　イモビライザー（ＣＰＨ） 　設定

　インストルメント 　サービスリセット　タイプ３

　インストルメント 　シートベルト警報

　インストルメントパネル 　インストルメントパネル設定

　インストルメントパネル 　サービスゼロリセット

　インストルメントパネル 　設定

　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）） 　サービスゼロリセット

　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設定

　インストルメントパネル（コンバイン） 　サービスゼロリセット

　インストルメントパネル（コンバイン） 　設定

　エアコン 　エアコン設定

　エアコン 　設定

　エアコン（ＣＬＩＭ＿ＲＥＧＵＬＥＥ） 　設定

　エアコンＥＣＵ 　設定

　エアバッグ 　アンロック

　エアバッグ 　エアバッグアンロック

　エアバッグ 　エアバッグロック

　エアバッグ 　ロック

　エアバッグ 　設定

　エアバッグ（ＲＢＧ） 　アンロック

　エアバッグ（ＲＢＧ） 　ロック

　エアバッグ（ＲＢＧ） 　設定

　エアバッグ（ＲＢＧ＿ＳＰＥＥＤ＿ＵＤＳ） 　アンロック

　エアバッグ（ＲＢＧ＿ＳＰＥＥＤ＿ＵＤＳ） 　ロック

　エアバッグ（ＲＢＧ＿ＵＤＳ） 　アンロック

　エアバッグ（ＲＢＧ＿ＵＤＳ） 　ロック

　エアバッグ（ＳＡＣ＿ＡＵＴＯＬＩＶ） 　アンロック

　エアバッグ（ＳＡＣ＿ＡＵＴＯＬＩＶ） 　ロック

　エアバッグ（ＳＡＣ＿ＡＵＴＯＬＩＶ） 　設定

　エアバッグ（オートサーチ（エアバッグ）） 　アンロック

　エアバッグ（オートサーチ（エアバッグ）） 　ロック

　エアバッグ（オートサーチ（エアバッグ）） 　設定

　エレクトリックセカンダリーブレーキ 　ブレーキケーブル交換

　エレクトリックセカンダリーブレーキ 　電動パーキングブレーキ交換

　エレクトリックセカンダリーブレーキ（ＦＳＥ） 　ブレーキケーブル交換

　エレクトリックセカンダリーブレーキ（ＦＳＥ） 　電動パーキングブレーキ交換

　エンジン（Ｂｏｓｃｈ　ＭＰ　７．３） 　初期自動適応値

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　ＶＩＮユーティリティー

　エンジン（ＭＥ１７＿９＿５２） 　電子スロットル学習

　エンジン（ガソリンエンジン（ＭＥ７９５）） 　スロットルモーターバルブ登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（１．６Ｌ　ＮＦＶ　ＢＯＳＣＨ　Ｍ７４４） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（１．８Ｌ　６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００Ｐ） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（１．８Ｌ　６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００Ｐ） 　設定表示

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．０Ｌ　ＲＦＮ　ＭＭ４８Ｐ） 　自動適応値初期化

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

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ディーゼル添加剤タンク＆フューエルタンク交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　添加剤リザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（２．２Ｌ　４ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１５Ｃ２） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（３．０Ｌ　ＸＦＸ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４６） 　自動適応値初期化

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

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ＥＧＲスロットル初期化

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

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ＥＧＲバタフライ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ＥＧＲバタフライ初期化

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

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　Ｏ２センサー初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　エアフローセンサー初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　エアフローメーター初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　エンジンＥＣＵ初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ターボチャージャー２タービンバルブ初期化（ＶＴ２）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ターボチャージャータービンバルブ２交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　タンク＆ポンプ変更

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　強制再生（車両停止時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　添加剤リザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　粒子フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＰ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＲ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ＥＧＲスロットル初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＲ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ＥＧＲソレノイドバルブ交換
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＲ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ＥＧＲバタフライ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＲ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ＥＧＲバタフライ初期化

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

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＲ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　Ｏ２センサー初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＲ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　エアフローセンサー初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＲ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　エアフローメーター初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＲ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　エンジンＥＣＵ初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＲ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ターボチャージャー２タービンバルブ初期化（ＶＴ２）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＲ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ターボチャージャータービンバルブ２交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＲ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　タンク＆ポンプ変更

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＲ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＲ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＲ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＲ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　強制再生（車両停止時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＲ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＲ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　添加剤リザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＲ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＲ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＲ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　粒子フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＲ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＳ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ＥＧＲスロットル初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＳ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ＥＧＲソレノイドバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＳ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ＥＧＲバタフライ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＳ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ＥＧＲバタフライ初期化

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

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＳ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　Ｏ２センサー初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＳ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　エアフローセンサー初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＳ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　エアフローメーター初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＳ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　エンジンＥＣＵ初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＳ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ターボチャージャー２タービンバルブ初期化（ＶＴ２）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＳ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ターボチャージャータービンバルブ２交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＳ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　タンク＆ポンプ変更

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＳ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＳ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＳ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＳ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　強制再生（車両停止時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＳ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＳ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　添加剤リザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＳ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＳ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＳ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　粒子フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＳ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＴ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ＥＧＲスロットル初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＴ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ＥＧＲソレノイドバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＴ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ＥＧＲバタフライ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＴ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ＥＧＲバタフライ初期化

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

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＴ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　Ｏ２センサー初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＴ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　エアフローセンサー初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＴ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　エアフローメーター初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＴ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　エンジンＥＣＵ初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＴ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ターボチャージャー２タービンバルブ初期化（ＶＴ２）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＴ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ターボチャージャータービンバルブ２交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＴ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　タンク＆ポンプ変更

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＴ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＴ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＴ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＴ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　強制再生（車両停止時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＴ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＴ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　添加剤リザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＴ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＴ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＴ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　粒子フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（４ＨＴ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６ＣＰ３９　ＤＷ１２ＢＴＥＤ４） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＣ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＥ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＨ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＭ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＮ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ５） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＲ　ＭＥＤ１７．４） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　アクセルペダルセンサー

　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

　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バルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　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）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　タイミング

　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システムポジションセンサー

　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モーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　フロント／リアＯ２センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　吸気圧力センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４　ＥＶＯ） 　触媒コンバーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　アクセルペダルセンサー
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　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

　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バルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　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）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　タイミング

　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システムポジションセンサー

　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モーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　フロント／リアＯ２センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　吸気圧力センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２　ＥＶＯ） 　触媒コンバーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　アクセルペダルセンサー

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

　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バルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　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）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　タイミング

　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システムポジションセンサー

　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モーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　フロント／リアＯ２センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　吸気圧力センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２） 　触媒コンバーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＴ　ＭＥＤ１７．４） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＶ　ＭＥＤ　１７．４．２　ユーロ５） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＷ　ＭＥＶ１７．４） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（５ＦＸ　ＭＥＤ１７．４） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＹ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　自動適応初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＹ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ１） 　自動適応値初期化

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

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　自動適応初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（６ＦＺ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　自動適応値初期化

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

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　アクセルペダルセンサー

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

　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バルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　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）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　タイミング

　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システムポジションセンサー

　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モーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　フロント／リアＯ２センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　吸気圧力センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４） 　触媒コンバーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　アクセルペダルセンサー

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

　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バルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　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）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　タイミング

　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システムポジションセンサー

　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モーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　フロント／リアＯ２センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　吸気圧力センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＰ　ＭＥＶ１７．４．２） 　触媒コンバーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ　１７．４．２） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（８ＦＳ　ＭＥＶ１７．４） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ディーゼルインジェクター初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　強制再生（車両停止時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＤ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＬ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＬ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＬ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＬ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＬ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＬ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＬ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＬ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＬ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ディーゼルインジェクター初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＬ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＬ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＬ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　強制再生（車両停止時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＬ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＬ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ディーゼルインジェクター初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　強制再生（車両停止時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　－　ＤＶ６ＣＴＥＤ　－　１１１　ＣＶ　ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７） 　インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７） 　ディーゼルインジェクター初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７） 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７） 　強制再生（車両停止時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＲ　ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　インジェクターＩＭＡ　４ｐｔｓ特性設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　インジェクターＩＭＡ　５ｐｔｓ特性設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ディーゼルインジェクター初期化（４気筒エンジン）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　インジェクターＩＭＡ　４ｐｔｓ特性設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　インジェクターＩＭＡ　５ｐｔｓ特性設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　ディーゼルインジェクター初期化（４気筒エンジン）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＶ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４－　９０ＣＶ） 　ＥＧＲミキサーバタフライ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４－　９０ＣＶ） 　電動ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４） 　インジェクターＩＭＡ　４ｐｔｓ特性設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４） 　インジェクターＩＭＡ　５ｐｔｓ特性設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４） 　ディーゼルインジェクター初期化（４気筒エンジン）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＡＴＥＤ４） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　ＥＧＲミキサーバタフライ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＸ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　電動ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　インジェクターＩＭＡ　４ｐｔｓ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　インジェクターＩＭＡ　５ｐｔｓ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　粒子フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　インジェクターＩＭＡ　４ｐｔｓ特性設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　インジェクターＩＭＡ　５ｐｔｓ特性設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ディーゼルインジェクター初期化（４気筒エンジン）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　ＥＧＲミキサーバタフライ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＹ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　電動ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　インジェクターＩＭＡ　４ｐｔｓ特性設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　インジェクターＩＭＡ　５ｐｔｓ特性設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ディーゼルインジェクター初期化（４気筒エンジン）
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４－１１０ＣＶ） 　ＥＧＲミキサーバタフライ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４－１１０ＣＶ） 　電動ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　インジェクターＩＭＡ　４ｐｔｓ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　インジェクターＩＭＡ　５ｐｔｓ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　粒子フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　インジェクターＩＭＡ　４ｐｔｓ特性設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　インジェクターＩＭＡ　５ｐｔｓ特性設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　ディーゼルインジェクター初期化（４気筒エンジン）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ　ＥＤＣ１６Ｃ３） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　インジェクターＩＭＡ　４ｐｔｓ特性設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　インジェクターＩＭＡ　５ｐｔｓ特性設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ディーゼルインジェクター初期化（４気筒エンジン）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（９ＨＺ（ＦＡＰ）　ＢＯＳＣＨ　ＥＤＣ１６Ｃ３４　ＤＶ６ＴＥＤ４） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＢＭＦプーマ（ＢＭＦ　ＨＤＩ　４Ｃ）） 　エアコン／クルーズコントロール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＢＭＦプーマ（ＢＭＦ　ＨＤＩ　４Ｃ）） 　オイルパラメーター再初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＢＭＦプーマ（ＢＭＦ　ＨＤＩ　４Ｃ）） 　高圧ポンプ／流量レギュレーションバルブ学習

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　ＡＵＸドライブベルト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　ＤＥＮＯＸシステムリザーバー　ゲージポンプモジュール　パイプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　ＤＥＮＯＸシステム故障再初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター＆微粒子排出フィルターＡＳＳＹ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパス清掃

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　ＥＧＲバルブ開度登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　ＥＧＲバルブ清掃

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　アクセサリードライブベルト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　エアミキサー開度登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　エンジンフライホイール（ダブル）交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　エンジン交換完了

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　オルタネーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　カムシャフト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　クラッチ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　サブバッテリー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　サブバッテリー再接続

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　シリンダーブロック交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　ストップアンドスタートコントロール

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　ストップアンドスタートコンポーネント交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　ターボチャージャー開度登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　ターボチャージャー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　ディーゼルインジェクター登録手順

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　ニュートラルセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　プレキャタライザー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　下流Ｎｏｘセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　高圧燃料ポンプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　高圧燃料系統交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　上流Ｎｏｘセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　蓄電　電圧保持器交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　低圧フューエルポンプ　フューエルフィルター　パイプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　添加剤ポンプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　電圧保持器異常リセット

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　尿素水インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　尿素水リザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　尿素水リザーバー充填（ディーゼル）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　尿素水リザーバー充填／ドレーン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　燃料高圧コモンレール　燃料高圧流量レギュレーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　燃料流量レギュレーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　粒子フィルター差圧センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＤＣＭ７１） 　粒子フィルター再生

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　ＤＥＮＯＸシステムリザーバー　ゲージポンプモジュール　パイプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　ＤＥＮＯＸシステム故障再初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　ＥＧＲエクスチェンジャーバイパス清掃

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　ＥＧＲバルブ開度登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　ＥＧＲバルブ清掃

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　アクセサリードライブベルト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　エアミキサー開度登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　エンジンフライホイール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　オルタネーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　クラッチ交換
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　サブバッテリー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　ストップアンドスタートコントロール

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　ターボチャージャー圧力制御バルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　ターボチャージャー開度登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　ダイナミックテンショナーローラー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　ディーゼルインジェクター特性設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　ニュートラルセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　バッテリー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　プレキャタライザー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　下流Ｎｏｘセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　高圧ポンプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　上流Ｎｏｘセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　蓄電　電圧保持器交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　低圧フューエルポンプ　フューエルフィルター　パイプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　尿素水インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　尿素水リザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　燃料系統プライミング

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　燃料高圧コモンレール　燃料高圧流量レギュレーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　粒子フィルター差圧センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＤ１ＣＳ００３） 　粒子フィルター再生

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　エンジンブロック交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　エンジン部品交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　オイルポンプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　オーバーレブ時間初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　オルタネーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　クラッチ　クラッチベアリング　クラッチペダル交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　クラッチカウンターの０リセット

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　サブバッテリー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　スターターモーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　スパーク前自己着火（ランブル）後エンジントルク制限リセット

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　スパーク前自己着火数リセット（ランブル）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　ターボチャージャー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　ニュートラルセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　ピストン交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　可変バルブリフトシステム交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　吸気制御モジュール（ＭＥＡＰ）交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　差圧センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　電動スロットルハウジング交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　燃焼失火

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＭＧ１ＣＳ０４２） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿Ｖ５６） 　アクセルペダル交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿Ｖ５６） 　インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿Ｖ５６） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿Ｖ５６） 　オーバーレブ時間初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿Ｖ５６） 　オルタネーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿Ｖ５６） 　クラッチプロポーショナルセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿Ｖ５６） 　サブバッテリー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿Ｖ５６） 　スターターモーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿Ｖ５６） 　タイミングベルト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿Ｖ５６） 　ニュートラルセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿Ｖ５６） 　吸気可変カムシャフト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿Ｖ５６） 　失火登録値再初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿Ｖ５６） 　電動スロットルハウジング交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿Ｖ５６） 　排気可変カムシャフト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　エンジンフライホイール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　エンジンブロック交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　オイルポンプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　オルタネーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　クラッチプロポーショナルセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　サブバッテリー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　スターターモーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　スパーク前自己着火（ランブル）後エンジントルク制限リセット

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　スパーク前自己着火数リセット（ランブル）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　ターボチャージャー圧力制御バルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　ニュートラルセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　バルブシート交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　ピストン交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　下流Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　吸気可変カムシャフト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　吸気制御モジュール（ＭＥＡＰ）交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　吸気制御モジュール（ＭＥＡＰ）修理

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　差圧センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　失火登録値再初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　上流Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　触媒コンバーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６）
　電動スロットルターボチャージャー＆ターボチャージャー
ディスチャージソレノイドバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　電動スロットルハウジング交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　排気可変カムシャフト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＣＭＭ＿ＶＤ５６） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　ＡＵＸドライブベルト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャー交換
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　エンジンブロック交換（フローメーターあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　エンジンブロック交換（フローメーターなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター初期化（＃１）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター初期化（＃２）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター初期化（＃３）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター初期化（＃４）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター初期化（４気筒エンジン）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　差圧センサー交換

　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／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２（ＡＨＺ－ＤＷ１０ＣＤ－１２８ＣＶ）） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　ＡＵＸドライブベルト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　ＥＧＲエクスチェンジャー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　エンジンブロック交換（フローメーターあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　エンジンブロック交換（フローメーターなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　高圧ポンプ／流量レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　差圧センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３．５＿ＢＲ２） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　ＡＵＸドライブベルト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　エンジンブロック交換（フローメーターあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　エンジンブロック交換（フローメーターなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　高圧ポンプ／流量レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　差圧センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＤ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１３６ＣＶ）） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　ＡＵＸドライブベルト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　エンジンブロック交換（フローメーターあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　エンジンブロック交換（フローメーターなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　高圧ポンプ／流量レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　差圧センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＥ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１５０ＣＶ）） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　ＡＵＸドライブベルト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャー交換
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　エンジンブロック交換（フローメーターあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　エンジンブロック交換（フローメーターなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　高圧ポンプ／流量レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　差圧センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＢＲ２（ＲＨＨ－ＤＷ１０ＣＴＥＤ４－１６３ＣＶ）） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　ＥＧＲエクスチェンジャー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　ＥＧＲソレノイドバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　高圧ポンプ／流量レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　差圧センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ３５＿ＨＹ） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　ＡＵＸドライブベルト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム故障再初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター交換

　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清掃

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ開度登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ清掃

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　ＮＯｘセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　エアミキサー開度登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　エンジンフライホイール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　エンジンブロック交換（フローメーターなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　カムシャフト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　クラッチ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　ゲージポンプモジュールリザーバ交換（ＤＥＮＯＸシステムパイプ／尿素水インジェクター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　シリンダーブロック交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　シリンダーヘッド交換（エアフローセンサーあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　シリンダーヘッド交換（エアフローセンサーなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　スターターモーター交換

　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開度登録

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　バッテリー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　プレキャタライザー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　フローメーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　リバーシブルオルタネーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　一時的にストップアンドスタートＯＮ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　高圧ポンプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　蓄電／電圧保持器交換

　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／フューエルフィルター／パイプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　添加剤リザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　尿素水リザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　尿素水リザーバー充填／ドレーン

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　粒子フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　粒子フィルター再生

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＤ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１３６ＣＶ）） 　粒子排出フィルター差圧センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　ＡＵＸドライブベルト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム故障再初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター交換

　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清掃

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ開度登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ清掃

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　ＮＯｘセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　エアミキサー開度登録
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　エンジンフライホイール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　エンジンブロック交換（フローメーターなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　カムシャフト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　クラッチ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　ゲージポンプモジュールリザーバ交換（ＤＥＮＯＸシステムパイプ／尿素水インジェクター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　シリンダーブロック交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　シリンダーヘッド交換（エアフローセンサーあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　シリンダーヘッド交換（エアフローセンサーなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　スターターモーター交換

　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開度登録

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　バッテリー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　プレキャタライザー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　フローメーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　リバーシブルオルタネーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　一時的にストップアンドスタートＯＮ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　高圧ポンプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　蓄電／電圧保持器交換

　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／フューエルフィルター／パイプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　添加剤リザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　尿素水リザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　尿素水リザーバー充填／ドレーン

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　粒子フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　粒子フィルター再生

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＥ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１５０ＣＶ）） 　粒子排出フィルター差圧センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　ＡＵＸドライブベルト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸシステム故障再初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター交換

　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清掃

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ開度登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ清掃

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　ＮＯｘセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　エアミキサー開度登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　エンジンフライホイール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　エンジンブロック交換（フローメーターなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　カムシャフト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　クラッチ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　ゲージポンプモジュールリザーバ交換（ＤＥＮＯＸシステムパイプ／尿素水インジェクター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　シリンダーブロック交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　シリンダーヘッド交換（エアフローセンサーあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　シリンダーヘッド交換（エアフローセンサーなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　スターターモーター交換

　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開度登録

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　バッテリー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　プレキャタライザー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　フローメーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　リバーシブルオルタネーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　一時的にストップアンドスタートＯＮ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　高圧ポンプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　蓄電／電圧保持器交換

　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／フューエルフィルター／パイプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　添加剤リザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　尿素水リザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　尿素水リザーバー充填／ドレーン

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　粒子フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　粒子フィルター再生

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２（ＲＨＨ　ＤＷ１０ＣＴＥＤ４　１６３ＣＶ）） 　粒子排出フィルター差圧センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ＡＵＸドライブベルト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ＤＥＮＯＸシステム故障再初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター交換

　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清掃

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ＥＧＲバルブ開度登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ＥＧＲバルブ清掃

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ＮＯｘセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　エアミキサー開度登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　エンジンフライホイール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　エンジンブロック交換（フローメーターなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　カムシャフト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　クラッチ交換
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ゲージポンプモジュールリザーバ交換（ＤＥＮＯＸシステムパイプ／尿素水インジェクター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　シリンダーブロック交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　シリンダーヘッド交換（エアフローセンサーあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　シリンダーヘッド交換（エアフローセンサーなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　スターターモーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ターボチャージャー開度登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ターボチャージャー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　バッテリー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　プレキャタライザー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　フローメーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　リバーシブルオルタネーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　一時的にストップアンドスタートＯＮ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　高圧ポンプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　蓄電／電圧保持器交換

　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／フューエルフィルター／パイプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　添加剤リザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　尿素水リザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　尿素水リザーバー充填／ドレーン

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　粒子フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　粒子フィルター再生

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＤＣＭ６．２） 　粒子排出フィルター差圧センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＳ－ＤＶ６ＴＥＤ４ＢＵ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ）） 　インジェクターＩＭＡ　４ｐｔｓ特性設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＳ－ＤＶ６ＴＥＤ４ＢＵ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ）） 　インジェクターＩＭＡ　５ｐｔｓ特性設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＳ－ＤＶ６ＴＥＤ４ＢＵ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＳ－ＤＶ６ＴＥＤ４ＢＵ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ）） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＳ－ＤＶ６ＴＥＤ４ＢＵ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ）） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＳ－ＤＶ６ＴＥＤ４ＢＵ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ）） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＴ　ＤＶ６ＢＵＴＥＤ４　－　７５ＣＶ）） 　インジェクターＩＭＡ　４ｐｔｓ特性設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＴ　ＤＶ６ＢＵＴＥＤ４　－　７５ＣＶ）） 　インジェクターＩＭＡ　５ｐｔｓ特性設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＴ　ＤＶ６ＢＵＴＥＤ４　－　７５ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＴ　ＤＶ６ＢＵＴＥＤ４　－　７５ＣＶ）） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＴ　ＤＶ６ＢＵＴＥＤ４　－　７５ＣＶ）） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＴ　ＤＶ６ＢＵＴＥＤ４　－　７５ＣＶ）） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　ＥＧＲエレクトロバルブ初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　ＥＧＲソレノイドバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　エアフローメーター初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　ターボ初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　強制再生（車両停止時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　高圧ポンプ／流量レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　高圧ポンプ初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　差圧センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　差圧センサー初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＵ－ＤＶ６ＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＶ－ＤＶ６ＴＥＤ４Ｂ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ）） 　インジェクターＩＭＡ　４ｐｔｓ特性設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＶ－ＤＶ６ＴＥＤ４Ｂ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ）） 　インジェクターＩＭＡ　５ｐｔｓ特性設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＶ－ＤＶ６ＴＥＤ４Ｂ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＶ－ＤＶ６ＴＥＤ４Ｂ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ）） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＶ－ＤＶ６ＴＥＤ４Ｂ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ）） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＶ－ＤＶ６ＴＥＤ４Ｂ　ＦＡＰ　－　９０　ＣＶ）） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＷ　ＤＶ６ＢＴＥＤ４　－　７５　ＣＶ）） 　インジェクターＩＭＡ　４ｐｔｓ特性設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＷ　ＤＶ６ＢＴＥＤ４　－　７５　ＣＶ）） 　インジェクターＩＭＡ　５ｐｔｓ特性設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＷ　ＤＶ６ＢＴＥＤ４　－　７５　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＷ　ＤＶ６ＢＴＥＤ４　－　７５　ＣＶ）） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＷ　ＤＶ６ＢＴＥＤ４　－　７５　ＣＶ）） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＷ　ＤＶ６ＢＴＥＤ４　－　７５　ＣＶ）） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＷ　ＤＶ６ＢＴＥＤ４　－　７５　ＣＶ）） 　粒子フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＷ　ＤＶ６ＢＴＥＤ４　－　７５　ＣＶ）） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ　ＤＶ６ＡＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　インジェクターＩＭＡ　４ｐｔｓ特性設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ　ＤＶ６ＡＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　インジェクターＩＭＡ　５ｐｔｓ特性設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ　ＤＶ６ＡＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ　ＤＶ６ＡＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ　ＤＶ６ＡＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ　ＤＶ６ＡＵＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ－ＤＶ６ＡＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　インジェクターＩＭＡ　４ｐｔｓ特性設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ－ＤＶ６ＡＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　インジェクターＩＭＡ　５ｐｔｓ特性設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ－ＤＶ６ＡＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ－ＤＶ６ＡＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ－ＤＶ６ＡＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ－ＤＶ６ＡＴＥＤ４　－　９０　ＣＶ）） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ－ＤＶ６ＡＴＥＤ４－９０ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＸ－ＤＶ６ＡＴＥＤ４－９０ＣＶ）） 　ＥＧＲミキサーバタフライ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＺ－ＤＶ６ＴＥＤ４　ＦＡＰ　－　１１０　ＣＶ）） 　インジェクターＩＭＡ　４ｐｔｓ特性設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＺ－ＤＶ６ＴＥＤ４　ＦＡＰ　－　１１０　ＣＶ）） 　インジェクターＩＭＡ　５ｐｔｓ特性設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＺ－ＤＶ６ＴＥＤ４　ＦＡＰ　－　１１０　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＺ－ＤＶ６ＴＥＤ４　ＦＡＰ　－　１１０　ＣＶ）） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＺ－ＤＶ６ＴＥＤ４　ＦＡＰ　－　１１０　ＣＶ）） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３（９ＨＺ－ＤＶ６ＴＥＤ４　ＦＡＰ　－　１１０　ＣＶ）） 　粒子排出フィルター交換
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３４） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１６Ｃ３４） 　設定再初期化

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　インジェクター交換（４気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ターボ交換

　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初期化（４気筒エンジン）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　粒子排出フィルター交換

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　インジェクター交換（４気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　ターボ交換

　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初期化（４気筒エンジン）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　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／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　添加剤リザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　粒子排出フィルター交換

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　インジェクター交換（４気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ターボ交換

　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初期化（４気筒エンジン）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　粒子排出フィルター交換

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　インジェクター交換（４気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　ターボ交換

　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初期化（４気筒エンジン）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　粒子排出フィルター交換

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　インジェクター交換（４気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ターボ交換

　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初期化（４気筒エンジン）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　粒子排出フィルター交換

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　インジェクター交換（４気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ターボ交換

　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初期化（４気筒エンジン）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　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／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　粒子排出フィルター交換

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　インジェクター交換（４気筒）
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　ターボ交換

　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初期化（４気筒エンジン）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０　ＢＲ２） 　粒子排出フィルター交換

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（８ＨＲ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　粒子排出フィルター交換

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（９ＨＰ　ＤＶ４ＣＴＥＤ　７０　ＣＶ）） 　粒子排出フィルター交換

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　８ＨＲ）） 　粒子排出フィルター交換

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０（ＥＤＣ１７Ｃ１０　９ＨＰ）） 　粒子排出フィルター交換

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　インジェクター交換（４気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ターボ交換

　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初期化（４気筒エンジン）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＰ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　粒子排出フィルター交換

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　インジェクター交換（４気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ターボ交換

　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初期化（４気筒エンジン）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（８ＨＲ　－　ＤＶ４ＣＴＥＤ　－　７０　ＣＶ）） 　粒子排出フィルター交換
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　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　インジェクター交換（４気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ターボ交換

　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初期化（４気筒エンジン）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＥ－ＤＶ６ＤＢＭ－８９　ＣＶ）） 　粒子排出フィルター交換

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　インジェクター交換（４気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　ターボ交換

　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初期化（４気筒エンジン）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　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／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　添加剤リザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＦ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－８９　ＣＶ）） 　粒子排出フィルター交換

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　インジェクター交換（４気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　ターボ交換

　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初期化（４気筒エンジン）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　－　９０　ＣＶ）） 　粒子排出フィルター交換

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　９０　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　９０　ＣＶ）） 　インジェクター交換（４気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　９０　ＣＶ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　９０　ＣＶ）） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　９０　ＣＶ）） 　ターボ交換

　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初期化（４気筒エンジン）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　９０　ＣＶ）） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　９０　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　９０　ＣＶ）） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ　ＤＶ６ＤＴＥＤＭ　９０　ＣＶ）） 　粒子排出フィルター交換

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　インジェクター交換（４気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ターボ交換

　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初期化（４気筒エンジン）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０　ＣＶ）） 　粒子排出フィルター交換

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　インジェクター交換（４気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　ターボ交換

　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初期化（４気筒エンジン）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＪ－ＤＶ６ＤＴＥＤＭ－９０ＣＶ）） 　粒子排出フィルター交換

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　インジェクター交換（４気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　ターボ交換

　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初期化（４気筒エンジン）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　－　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　－　７５　ＣＶ）） 　粒子排出フィルター交換

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　インジェクター交換（４気筒）
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　ターボ交換

　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初期化（４気筒エンジン）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ　ＤＶ６ＥＴＥＤＭ　７５　ＣＶ）） 　粒子排出フィルター交換

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　インジェクター交換（４気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　ターボ交換

　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初期化（４気筒エンジン）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＫ－ＤＶ６ＥＴＥＤＭ－７５　ＣＶ）） 　粒子排出フィルター交換

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　インジェクター交換（４気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ターボ交換

　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初期化（４気筒エンジン）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＮ－ＤＶ６ＥＴＥＤ）） 　粒子排出フィルター交換

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　インジェクター交換（４気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　ターボ交換

　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初期化（４気筒エンジン）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　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／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　－　ＤＶ６ＤＴＥＤ　－　９２　ＣＶ）） 　粒子排出フィルター交換

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　インジェクター交換（４気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　ターボ交換

　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初期化（４気筒エンジン）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　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／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ　ＤＶ６ＤＴＥＤ　９２　ＣＶ）） 　粒子排出フィルター交換

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　インジェクター交換（４気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ターボ交換

　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初期化（４気筒エンジン）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　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／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２　ＣＶ）） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　インジェクター交換（４気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　エキゾーストマニホールド交換
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　ディーゼルインジェクター初期化（４気筒エンジン）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　添加剤リザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２（９ＨＰ－ＤＶ６ＤＴＥＤ－９２ＣＶ）） 　粒子排出フィルター交換

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２） 　インジェクター交換（４気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２） 　ターボ交換

　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初期化（４気筒エンジン）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ　パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２） 　高圧ポンプ　レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ１０＿ＢＲ２） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　ＤＥＮＯＸシステムリザーバー／ゲージポンプモジュール／パイプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　ＤＥＮＯＸシステム故障再初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター再生

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　ＥＧＲバルブ開度登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　ＥＧＲバルブ清掃

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　ＮＯｘセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　インジェクター交換（４気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　エアミキサー開度登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　エンジンフライホイール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　クラッチ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　シリンダーブロック交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　ストップアンドスタートコントロール

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　ターボチャージャー開度登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　ターボチャージャー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　バッテリー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　プレキャタライザー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　フローメーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　高圧ポンプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　再初期化（尿素水インジェクター交換後）

　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／フューエルフィルター／パイプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　添加剤リザーバー充填

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　尿素水リザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　尿素水リザーバー充填／ドレーン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　粒子フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（５ＦＷ）） 　粒子フィルター再生

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　ＤＥＮＯＸシステムリザーバー／ゲージポンプモジュール／パイプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　ＤＥＮＯＸシステム故障再初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター再生

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　ＥＧＲバルブ開度登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　ＥＧＲバルブ清掃

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　ＮＯｘセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　インジェクター交換（４気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　エアミキサー開度登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　エンジンフライホイール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　クラッチ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　シリンダーブロック交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　ストップアンドスタートコントロール

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　ターボチャージャー開度登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　ターボチャージャー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　バッテリー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　プレキャタライザー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　フローメーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　高圧ポンプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　再初期化（尿素水インジェクター交換後）

　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／フューエルフィルター／パイプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　添加剤リザーバー充填

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　尿素水リザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　尿素水リザーバー充填／ドレーン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　粒子フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＷ）） 　粒子フィルター再生
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　ＤＥＮＯＸシステムリザーバー／ゲージポンプモジュール／パイプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　ＤＥＮＯＸシステム故障再初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター再生

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　ＥＧＲバルブ開度登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　ＥＧＲバルブ清掃

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　ＮＯｘセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　インジェクター交換（４気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　エアミキサー開度登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　エンジンフライホイール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　クラッチ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　シリンダーブロック交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　ストップアンドスタートコントロール

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　ターボチャージャー開度登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　ターボチャージャー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　バッテリー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　プレキャタライザー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　フローメーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　高圧ポンプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　再初期化（尿素水インジェクター交換後）

　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／フューエルフィルター／パイプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　添加剤リザーバー充填

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　尿素水リザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　尿素水リザーバー充填／ドレーン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　粒子フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＹ）） 　粒子フィルター再生

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　ＤＥＮＯＸシステムリザーバー／ゲージポンプモジュール／パイプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　ＤＥＮＯＸシステム故障再初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター再生

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　ＥＧＲバルブ開度登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　ＥＧＲバルブ清掃

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　ＮＯｘセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　インジェクター交換（４気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　エアミキサー開度登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　エンジンフライホイール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　クラッチ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　シリンダーブロック交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　ストップアンドスタートコントロール

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　ターボチャージャー開度登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　ターボチャージャー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　バッテリー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　プレキャタライザー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　フローメーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　高圧ポンプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　再初期化（尿素水インジェクター交換後）

　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／フューエルフィルター／パイプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　添加剤リザーバー充填

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　尿素水リザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　尿素水リザーバー充填／ドレーン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　粒子フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ）） 　粒子フィルター再生

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　ＤＥＮＯＸシステムリザーバー／ゲージポンプモジュール／パイプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　ＤＥＮＯＸシステム故障再初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター再生

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　ＥＧＲバルブ開度登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　ＥＧＲバルブ清掃

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　ＮＯｘセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　インジェクター交換（４気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　エアミキサー開度登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　エンジンフライホイール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　クラッチ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　シリンダーブロック交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　ストップアンドスタートコントロール

　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開度登録

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　バッテリー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　プレキャタライザー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　フローメーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　高圧ポンプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　再初期化（尿素水インジェクター交換後）

　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／フューエルフィルター／パイプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　添加剤リザーバー充填
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　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　尿素水リザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　尿素水リザーバー充填／ドレーン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　粒子フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０（ＢＨＺ／ＢＨＸ）） 　粒子フィルター再生

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ＤＥＮＯＸシステムリザーバー／ゲージポンプモジュール／パイプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ＤＥＮＯＸシステム故障再初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター再生

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ＥＧＲバルブ開度登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ＥＧＲバルブ清掃

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ＮＯｘセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　インジェクター交換（４気筒）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　エアミキサー開度登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　エンジンフライホイール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　クラッチ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　シリンダーブロック交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ストップアンドスタートコントロール

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ターボチャージャー開度登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ターボチャージャー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　バッテリー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　プレキャタライザー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　フローメーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　高圧ポンプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　再初期化（尿素水インジェクター交換後）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　低圧フューエルポンプ／フューエルフィルター／パイプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　添加剤リザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　尿素水インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　尿素水リザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　尿素水リザーバー充填／ドレーン

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　粒子フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７Ｃ６０） 　粒子フィルター再生

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２＿ＵＤＳ　３．０　ＨＤＩ　１８０ＣＶ　Ｅ５） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２＿ＵＤＳ　３．０　ＨＤＩ　１８０ＣＶ　Ｅ５） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２＿ＵＤＳ　３．０　ＨＤＩ　１８０ＣＶ　Ｅ５） 　オイルパラメーター再初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２＿ＵＤＳ　３．０　ＨＤＩ　１８０ＣＶ　Ｅ５） 　クラッチプロポーショナルセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２＿ＵＤＳ　３．０　ＨＤＩ　１８０ＣＶ　Ｅ５） 　スピードリミッター

　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ポジションセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２＿ＵＤＳ　３．０　ＨＤＩ　１８０ＣＶ　Ｅ５） 　フローメーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＥＤＣ１７ＣＰ５２＿ＵＤＳ　３．０　ＨＤＩ　１８０ＣＶ　Ｅ５） 　レール圧力センサー交換

　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強制再生

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　ディーゼルインジェクター初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　強制再生（車両停止時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＤ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＲ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＲ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＲ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＲ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＲ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＲ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＲ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＲ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＲ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　ディーゼルインジェクター初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＲ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＲ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　強制再生（車両停止時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＲ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ　ＳＩＤ８０７　ＢＲ２（９ＨＲ　ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿８ＤＦ３） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿８ＤＦ３） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿８ＤＦ３） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿８ＤＦ３） 　エンジンフライホイール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿８ＤＦ３） 　オイル劣化カウンターゼロリセット

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿８ＤＦ３） 　フローメーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿８ＤＦ３） 　レール圧力センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿８ＤＦ３） 　粒子フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　ＡＵＸドライブベルト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　エアフローメーター変更

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　エアミキサー交換
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　ディーゼル高圧ポンプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　一時的にストップアンドスタートＯＮ（最大１０ｋｍ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　強制再生（車両停止時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　燃料流量レギュレーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ）） 　ＡＵＸドライブベルト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ）） 　ＥＧＲエクスチェンジャー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ）） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ）） 　エアフローメーター変更

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ）） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ）） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ）） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ）） 　ディーゼル高圧ポンプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ）） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ）） 　一時的にストップアンドスタートＯＮ（最大１０ｋｍ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ）） 　強制再生（車両停止時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ）） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ）） 　燃料流量レギュレーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ＿ＢＲ２　８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ）） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　ディーゼルインジェクター初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　強制再生（車両停止時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　ディーゼルインジェクター初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　強制再生（車両停止時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　ディーゼルインジェクター初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　強制再生（車両停止時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　ディーゼルインジェクター初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　強制再生（車両停止時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ） 　Ｏ２センサー交換
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ） 　インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ） 　ディーゼルインジェクター初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ） 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ） 　強制再生（車両停止時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＲ） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（９ＨＤ－ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（９ＨＤ－ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（９ＨＤ－ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（９ＨＤ－ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（９ＨＤ－ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（９ＨＤ－ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（９ＨＤ－ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（９ＨＤ－ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（９ＨＤ－ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　ディーゼルインジェクター初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（９ＨＤ－ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（９ＨＤ－ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　強制再生（車両停止時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（９ＨＤ－ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（９ＨＤ－ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（９ＨＲ－ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（９ＨＲ－ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（９ＨＲ－ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（９ＨＲ－ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（９ＨＲ－ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（９ＨＲ－ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（９ＨＲ－ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（９ＨＲ－ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（９ＨＲ－ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　ディーゼルインジェクター初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（９ＨＲ－ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（９ＨＲ－ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　強制再生（車両停止時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（９ＨＲ－ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（９ＨＲ－ＤＶ６ＣＴＥＤ）） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　ディーゼルインジェクター初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　強制再生（車両停止時）

　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／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２　９ＨＬ）） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　ディーゼルインジェクター初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　強制再生（車両停止時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７＿ＢＲ２） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＦＸ　ＭＭ４．８Ｐ） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＦＸ　ＭＭ４８Ｐ） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　アクセルペダル交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　エンジンフライホイール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　オルタネーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　クラッチ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　サブバッテリー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　サブバッテリー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　スターターモーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　ターボチャージャー圧力制御バルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　ターボチャージャー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　一時的にストップアンドスタートＯＮ（最大１０ｋｍ）

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＨＮＹ　ＶＤ４６） 　電動バタフライハウジング交換

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＵ　ＭＭ６ＬＰ） 　自動適応初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＵ　ＭＭ６ＬＰＣ） 　自動適応初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４４） 　自動適応値初期化
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４４） 　設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ１） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ１） 　設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　自動適応初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＶ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＷ　Ｊ３４Ｐ） 　自動設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＷ　Ｊ３４Ｐ） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＷ　Ｊ３４Ｐ） 　設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＷ　Ｊ３４Ｐ） 　設定表示

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＷ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＫＦＷ　ＳＡＧＥＭ　Ｓ２０００ＰＭ２） 　設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　Ｎ６Ａ）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　Ｎ６Ｂ）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　ＮＦＲ）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４５（ＭＥ７４５　ＮＦＵ）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　Ｎ６Ｂ）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９（ＭＥ７４９　ＮＦＵ）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９＿ＥＣ５（ＭＥ７４９＿ＥＣ５　ＮＦＮ）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥ７４９＿ＥＣ５（ＭＥ７４９＿ＥＣ５　ＮＦＰ）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．２（５ＦＥ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．２（５ＦＭ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．２（５ＦＮ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．２（５ＦＶ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　エンジンフライホイール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　オルタネーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　クラッチ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　サブバッテリー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　サブバッテリー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　スターターモーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　ターボチャージャー圧力制御バルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　ターボチャージャー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　タイミングベルト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　一時的にストップアンドスタートＯＮ（最大１０ｋｍ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　吸気可変カムシャフト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４　ＥＰ８） 　電動バタフライハウジング交換

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

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　エンジンフライホイール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　オルタネーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　クラッチ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　サブバッテリー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　サブバッテリー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　スターターモーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　ターボチャージャー圧力制御バルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　ターボチャージャー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　タイミングベルト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　一時的にストップアンドスタートＯＮ（最大１０ｋｍ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　吸気可変カムシャフト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７．４．４） 　電動バタフライハウジング交換

　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）） 　自動適応値初期化

　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）） 　自動適応値初期化

　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）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（５ＦＶ　ＭＥＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２（ＭＥＤ１７．４．２　ＥＵＲＯ　５）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２） 　アクセルペダルセンサー

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

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２） 　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＿２） 　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＿２） 　タイミング

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２） 　バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２） 　バリアブルバルブリフトモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２） 　フューエルセンダー　ポンプモジュール

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２） 　フロント／リアＯ２センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２） 　吸気圧力センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２） 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２） 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿２） 　触媒コンバーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　エンジンフライホイール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　オルタネーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　クラッチ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　サブバッテリー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　サブバッテリー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　スターターモーター交換
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　ターボチャージャー圧力制御バルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　ターボチャージャー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　タイミングベルト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　一時的にストップアンドスタートＯＮ（最大１０ｋｍ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　吸気可変カムシャフト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４） 　電動バタフライハウジング交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４＿ＥＰ８） 　インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４＿ＥＰ８） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４＿ＥＰ８） 　エンジンフライホイール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４＿ＥＰ８） 　オルタネーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４＿ＥＰ８） 　クラッチ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４＿ＥＰ８） 　サブバッテリー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４＿ＥＰ８） 　サブバッテリー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４＿ＥＰ８） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４＿ＥＰ８） 　スターターモーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４＿ＥＰ８） 　ターボチャージャー圧力制御バルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４＿ＥＰ８） 　ターボチャージャー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４＿ＥＰ８） 　タイミングベルト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４＿ＥＰ８） 　一時的にストップアンドスタートＯＮ（最大１０ｋｍ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４＿ＥＰ８） 　吸気可変カムシャフト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４＿ＥＰ８） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＤ１７＿４＿４＿ＥＰ８） 　電動バタフライハウジング交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（５ＦＫ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５）） 　アクセルペダルセンサー

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

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（５ＦＫ　ＭＥＶ１７．４．２　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）（ＭＥＶ１７＿４＿２（５ＦＫ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５）） 　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）（ＭＥＶ１７＿４＿２（５ＦＫ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５）） 　タイミング

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（５ＦＫ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５）） 　バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（５ＦＫ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５）） 　バリアブルバルブリフトモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（５ＦＫ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５）） 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（５ＦＫ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５）） 　フロント／リアＯ２センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（５ＦＫ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５）） 　吸気圧力センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（５ＦＫ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５）） 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（５ＦＫ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５）） 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（５ＦＫ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（５ＦＫ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５）） 　触媒コンバーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５）） 　アクセルペダルセンサー

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

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　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）（ＭＥＶ１７＿４＿２（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５）） 　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）（ＭＥＶ１７＿４＿２（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５）） 　タイミング

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５）） 　バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー

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

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５）） 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５）） 　フロント／リアＯ２センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５）） 　吸気圧力センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５）） 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５）） 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（５ＦＳ　ＭＥＶ１７．４．２　ユーロ５）） 　触媒コンバーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３Ｃ）） 　アクセルペダルセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３Ｃ）） 　インジェクター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３Ｃ）） 　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＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３Ｃ）） 　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）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３Ｃ）） 　タイミング

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３Ｃ）） 　バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３Ｃ）） 　バリアブルバルブリフトモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３Ｃ）） 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３Ｃ）） 　フロント／リアＯ２センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３Ｃ）） 　吸気圧力センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３Ｃ）） 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３Ｃ）） 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３Ｃ）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３Ｃ）） 　触媒コンバーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＧＡＺ）） 　アクセルペダルセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＧＡＺ）） 　インジェクター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＧＡＺ）） 　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＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＧＡＺ）） 　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）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＧＡＺ）） 　タイミング

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＧＡＺ）） 　バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＧＡＺ）） 　バリアブルバルブリフトモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＧＡＺ）） 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＧＡＺ）） 　フロント／リアＯ２センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＧＡＺ）） 　吸気圧力センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＧＡＺ）） 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＧＡＺ）） 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＧＡＺ）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＧＡＺ）） 　触媒コンバーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＭ）） 　アクセルペダルセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＭ）） 　インジェクター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＭ）） 　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＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＭ）） 　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）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＭ）） 　タイミング

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＭ）） 　バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＭ）） 　バリアブルバルブリフトモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＭ）） 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＭ）） 　フロント／リアＯ２センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＭ）） 　吸気圧力センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＭ）） 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＭ）） 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＭ）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ３ＣＭ）） 　触媒コンバーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６Ｃ）） 　アクセルペダルセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６Ｃ）） 　インジェクター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６Ｃ）） 　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＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６Ｃ）） 　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）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６Ｃ）） 　タイミング

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６Ｃ）） 　バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６Ｃ）） 　バリアブルバルブリフトモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６Ｃ）） 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６Ｃ）） 　フロント／リアＯ２センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６Ｃ）） 　吸気圧力センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６Ｃ）） 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６Ｃ）） 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６Ｃ）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６Ｃ）） 　触媒コンバーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＧＡＺ）） 　アクセルペダルセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＧＡＺ）） 　インジェクター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＧＡＺ）） 　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＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＧＡＺ）） 　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）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＧＡＺ）） 　タイミング

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＧＡＺ）） 　バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＧＡＺ）） 　バリアブルバルブリフトモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＧＡＺ）） 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＧＡＺ）） 　フロント／リアＯ２センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＧＡＺ）） 　吸気圧力センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＧＡＺ）） 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＧＡＺ）） 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＧＡＺ）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＧＡＺ）） 　触媒コンバーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＭ）） 　アクセルペダルセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＭ）） 　インジェクター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＭ）） 　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＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＭ）） 　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）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＭ）） 　タイミング

　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システムポジションセンサー

　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モーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＭ）） 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＭ）） 　フロント／リアＯ２センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＭ）） 　吸気圧力センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＭ）） 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＭ）） 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＭ）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿２（ＭＥＶ１７＿４＿２　ＥＰ６ＣＭ）） 　触媒コンバーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿４） 　インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿４） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿４） 　エンジンフライホイール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿４） 　オルタネーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿４） 　クラッチ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿４） 　サブバッテリー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿４） 　サブバッテリー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿４） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿４） 　スターターモーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿４） 　ターボチャージャー圧力制御バルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿４） 　ターボチャージャー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿４） 　タイミングベルト

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿４） 　一時的にストップアンドスタートＯＮ（最大１０ｋｍ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿４） 　吸気可変カムシャフト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿４） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿４） 　電動バタフライハウジング交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ＥＵＲＯ５　５ＦＫ）） 　アクセルペダルセンサー

　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

　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）） 　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）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ＥＵＲＯ５　５ＦＫ）） 　タイミング

　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システムポジションセンサー

　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）） 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ＥＵＲＯ５　５ＦＫ）） 　フロント／リアＯ２センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ＥＵＲＯ５　５ＦＫ）） 　吸気圧力センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ＥＵＲＯ５　５ＦＫ）） 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ＥＵＲＯ５　５ＦＫ）） 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ＥＵＲＯ５　５ＦＫ）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ＥＵＲＯ５　５ＦＫ）） 　触媒コンバーター

　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）） 　アクセルペダルセンサー

　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

　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）） 　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）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　５ＦＳ）） 　タイミング
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　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システムポジションセンサー

　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）） 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　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）） 　フロント／リアＯ２センサー

　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）） 　吸気圧力センサー

　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）） 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　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）） 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　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）） 　自動適応値初期化

　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）） 　触媒コンバーター

　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）） 　アクセルペダルセンサー

　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

　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）） 　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）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＰ）） 　タイミング

　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システムポジションセンサー

　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）） 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　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）） 　フロント／リアＯ２センサー

　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）） 　吸気圧力センサー

　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）） 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　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）） 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　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）） 　自動適応値初期化

　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）） 　触媒コンバーター

　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）） 　アクセルペダルセンサー

　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

　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）） 　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）（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５（ＭＥＶ１７＿４＿ユーロ５　８ＦＲ）） 　タイミング

　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システムポジションセンサー

　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）） 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　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）） 　フロント／リアＯ２センサー

　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）） 　吸気圧力センサー

　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）） 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　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）） 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　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）） 　自動適応値初期化

　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）） 　触媒コンバーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　アクセルペダルセンサー

　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

　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）） 　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）（ＭＥＶＤ１７．４．２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　タイミング

　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システムポジションセンサー

　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）） 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　フロント／リアＯ２センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　吸気圧力センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　触媒コンバーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　アクセルペダルセンサー

　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

　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）） 　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）（ＭＥＶＤ１７．４．２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　タイミング

　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システムポジションセンサー

　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）） 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　フロント／リアＯ２センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　吸気圧力センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７．４．２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　触媒コンバーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ　５）） 　アクセルペダルセンサー

　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

　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）） 　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）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ　５）） 　タイミング

　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システムポジションセンサー

　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）） 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ　５）） 　フロント／リアＯ２センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ　５）） 　吸気圧力センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ　５）） 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ　５）） 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ　５）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（５ＦＵ　ＭＥＶＤ１７＿４＿２　ユーロ　５）） 　触媒コンバーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　アクセルペダルセンサー

　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

　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）） 　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）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　タイミング

　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システムポジションセンサー
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　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）） 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　フロント／リアＯ２センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　吸気圧力センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２（ＢＣ　ＭＥＶＤ１７．４．２　ユーロ　５）） 　触媒コンバーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２） 　アクセルペダルセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２） 　インジェクター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２） 　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）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２） 　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）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２） 　タイミング

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２） 　バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２） 　バリアブルバルブリフトモーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２） 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２） 　フロント／リアＯ２センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２） 　吸気圧力センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２） 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２） 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＥＶＤ１７＿４＿２） 　触媒コンバーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＭ６ＫＰ　Ｂｉｏ　Ｆｌｅｘ） 　エタノール含有量書込み

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＭ６ＫＰ　Ｂｉｏ　Ｆｌｅｘ） 　自動適応初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＭＭ６ＫＰ　Ｂｉｏ　Ｆｌｅｘ） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｎ６Ａ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４４） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｎ６Ａ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４４） 　設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｎ６Ａ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４５） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｎ６Ａ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＲ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４５） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＲ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＳ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４５） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＳ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７．４．４） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７．４．４） 　設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４４） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４４） 　設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４５） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４５） 　設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＮＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４９） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　エタノール含有量書込み

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　自動適応初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＪ　ＭＭ６ＬＰＢ） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＫ　ＭＭ６ＬＰ） 　自動適応初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＦＮ　ＭＭ６ＬＰ） 　自動適応初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＤ　ＤＣＭ３．５） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＤ　ＤＣＭ３．５） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＤ　ＤＣＭ３．５） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＤ　ＤＣＭ３．５） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　ＥＧＲエレクトロバルブ初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　ＥＧＲソレノイドバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　エアフローメーター初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　ターボ初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　強制再生（車両停止時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　高圧ポンプ／流量レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　高圧ポンプ初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　差圧センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　差圧センサー初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＣＭ　３．４） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ＥＧＲエレクトロバルブ初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ＥＧＲソレノイドバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　エアフローメーター初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ターボ初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　強制再生（車両停止時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　高圧ポンプ／流量レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　高圧ポンプ初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　差圧センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　差圧センサー初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＦ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ　３．５） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ　３．５） 　ディーゼル添加剤タンク＆フューエルタンク交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ　３．５） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ　３．５） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ　３．５） 　添加剤リザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ　３．５） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ　３．５） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ３．５） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ３．５） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ３．５） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＨ　ＤＣＭ３．５） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ＡＵＸドライブベルト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ＥＧＲエクスチェンジャー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エンジンブロック交換（フローメーターあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エンジンブロック交換（フローメーターなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　差圧センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＪ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ＡＵＸドライブベルト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ＥＧＲエクスチェンジャー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エンジンブロック交換（フローメーターあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エンジンブロック交換（フローメーターなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　差圧センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＫ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　ＥＧＲエレクトロバルブ初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　ＥＧＲソレノイドバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　エアフローメーター初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　ターボ初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　強制再生（車両停止時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　高圧ポンプ／流量レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　高圧ポンプ初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　差圧センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　差圧センサー初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＤＣＭ　３．４） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ＡＵＸドライブベルト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ＥＧＲエクスチェンジャー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エンジンブロック交換（フローメーターあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エンジンブロック交換（フローメーターなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　差圧センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　粒子フィルター強制再生（停止中）
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＬ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　ＥＧＲエレクトロバルブ初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　ＥＧＲソレノイドバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　エアフローメーター初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　ターボ初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　強制再生（車両停止時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　高圧ポンプ／流量レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　高圧ポンプ初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　差圧センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　差圧センサー初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＣＭ　３．４） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ＥＧＲエレクトロバルブ初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ＥＧＲソレノイドバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　エアフローメーター初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ターボ初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　強制再生（車両停止時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　高圧ポンプ／流量レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　高圧ポンプ初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　差圧センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　差圧センサー初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＤＥＬＰＨＩ　ＤＣＭ３．４） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ＡＵＸドライブベルト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ＥＧＲエクスチェンジャー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エンジンブロック交換（フローメーターあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　エンジンブロック交換（フローメーターなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　高圧ポンプ／レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　差圧センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＲＨＲ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ８０３Ａ） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０１　ＵＨＺ） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０１　ＵＨＺ） 　ディーゼル添加剤タンク＆フューエルタンク交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０１　ＵＨＺ） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０１　ＵＨＺ） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０１　ＵＨＺ） 　添加剤リザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０１　ＵＨＺ） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０１　ＵＨＺ） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　オイルパラメーター再初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　オーバーホール

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　ターボチャージャー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　フローメーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　差圧センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ２０８） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　ディーゼルインジェクター初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　強制再生（車両停止時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＬ）） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　ＥＧＲバルブ交換
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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）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　ディーゼルインジェクター初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　強制再生（車両停止時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７（ＨＤＩ＿ＳＩＤ８０７　９ＨＲ）） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　ディーゼルインジェクター初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　強制再生（車両停止時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＳＩＤ８０７） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＵＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ２０１） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＵＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ２０１） 　ディーゼル添加剤タンク＆フューエルタンク交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＵＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ２０１） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＵＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ２０１） 　添加剤ポンプ／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＵＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ２０１） 　添加剤リザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＵＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ２０１） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＵＨＺ　ＳＩＥＭＥＮＳ　ＳＩＤ２０１） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　Ｏ２センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　アクセルペダルセンサー

　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

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　エンジン回転数センサー／エンジン回転数センサー目標

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　エンジン燃焼関連機械部品

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　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）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　Ｏ２センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　アクセルペダルセンサー

　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

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　エンジン回転数センサー／エンジン回転数センサー目標

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　エンジン燃焼関連機械部品

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　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）（Ｖ３４．４（Ｖ３４．４　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　Ｏ２センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　アクセルペダルセンサー

　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

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　エンジン回転数センサー／エンジン回転数センサー目標

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　エンジン燃焼関連機械部品

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　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）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＥＳＳＥＮＣＥ）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　Ｏ２センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　アクセルペダルセンサー

　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

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　エンジン回転数センサー／エンジン回転数センサー目標

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　エンジン燃焼関連機械部品

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　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）（Ｖ３４．５（Ｖ３４．５　ＦＬＥＸ　ＦＵＥＬ）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＹ）） 　アクセルペダル交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＹ）） 　インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＹ）） 　エンジン回転数センサー登録作業

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＹ）） 　マッチング

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＹ）） 　一時的にストップアンドスタートＯＮ（最大１０ｋｍ）

　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ソレノイドバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＹ）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＹ）） 　電動バタフライハウジング交換

　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ソレノイドバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＺ）） 　アクセルペダル交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＺ）） 　インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＺ）） 　エンジン回転数センサー登録作業

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＺ）） 　マッチング

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＺ）） 　一時的にストップアンドスタートＯＮ（最大１０ｋｍ）

　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ソレノイドバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＺ）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（ＨＭＺ）） 　電動バタフライハウジング交換

　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ソレノイドバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＨＭＺ）） 　アクセルペダル

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＨＭＺ）） 　インジェクター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＨＭＺ）） 　シリンダーリファレンスセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＨＭＺ）） 　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）（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）） 　吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＨＭＺ）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＳＤＡ）） 　アクセルペダル

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＳＤＡ）） 　インジェクター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＳＤＡ）） 　シリンダーリファレンスセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＳＤＡ）） 　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）（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）） 　吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６（Ｖ４６　ＳＤＡ）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６） 　アクセルペダル交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６） 　インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６） 　エンジン回転数センサー登録作業

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６） 　マッチング

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６） 　吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６） 　電動バタフライハウジング交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６） 　排気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿２１（Ｖ４６．２１　ＮＦＰ）） 　アクセルペダル

　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

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿２１（Ｖ４６．２１　ＮＦＰ）） 　シリンダーリファレンスセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿２１（Ｖ４６．２１　ＮＦＰ）） 　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）（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）） 　吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿２１（Ｖ４６．２１　ＮＦＰ）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿２１） 　アクセルペダル

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿２１） 　インジェクター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿２１） 　シリンダーリファレンスセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿２１） 　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）（Ｖ４６＿２１） 　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） 　吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿２１） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ２）） 　アクセルペダル

　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

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ２）） 　シリンダーリファレンスセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ２）） 　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）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ２）） 　吸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）） 　吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ２）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ４）） 　アクセルペダル

　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

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ４）） 　シリンダーリファレンスセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ４）） 　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）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ４）） 　吸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　Ｙ４）） 　吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　ＳＴＴＤ　Ｙ４）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ２）） 　アクセルペダル

　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

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ２）） 　シリンダーリファレンスセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ２）） 　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）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ２）） 　吸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　Ｙ２）） 　吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ２）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ４）） 　アクセルペダル

　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

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ４）） 　シリンダーリファレンスセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ４）） 　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）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ４）） 　吸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　Ｙ４）） 　吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（Ｖ４６＿３２（Ｖ４６．３２　Ｙ４）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６（エンジンタイプ　：　ＧＣ）） 　アクセルペダル交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６（エンジンタイプ　：　ＧＣ）） 　インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６（エンジンタイプ　：　ＧＣ）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６（エンジンタイプ　：　ＧＣ）） 　エンジンフライホイール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６（エンジンタイプ　：　ＧＣ）） 　オルタネーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６（エンジンタイプ　：　ＧＣ）） 　クラッチ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６（エンジンタイプ　：　ＧＣ）） 　サブバッテリー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６（エンジンタイプ　：　ＧＣ）） 　サブバッテリー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６（エンジンタイプ　：　ＧＣ）） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６（エンジンタイプ　：　ＧＣ）） 　スターターモーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６（エンジンタイプ　：　ＧＣ）） 　ターボチャージャー圧力制御バルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６（エンジンタイプ　：　ＧＣ）） 　ターボチャージャー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６（エンジンタイプ　：　ＧＣ）） 　一時的にストップアンドスタートＯＮ（最大１０ｋｍ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６（エンジンタイプ　：　ＧＣ）） 　吸気可変カムシャフト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６（エンジンタイプ　：　ＧＣ）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６（エンジンタイプ　：　ＧＣ）） 　電動バタフライハウジング交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６（エンジンタイプ　：　ＧＣ）） 　排気可変カムシャフト交換

　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）） 　アクセルペダル交換

　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）） 　インジェクター交換

　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）） 　エキゾーストマニホールド交換

　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）） 　エンジンフライホイール交換

　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）） 　オルタネーター交換

　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）） 　クラッチ交換

　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）） 　サブバッテリー

　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）） 　サブバッテリー交換

　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）） 　シリンダーヘッド交換

　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）） 　スターターモーター交換
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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　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付）） 　ターボチャージャー圧力制御バルブ交換

　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）） 　ターボチャージャー交換

　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）） 　一時的にストップアンドスタートＯＮ（最大１０ｋｍ）

　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交換

　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）） 　自動適応値初期化

　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）） 　電動バタフライハウジング交換

　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交換

　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）） 　アクセルペダル交換

　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）） 　インジェクター交換

　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）） 　エキゾーストマニホールド交換

　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）） 　エンジンフライホイール交換

　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）） 　オルタネーター交換

　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）） 　クラッチ交換

　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）） 　サブバッテリー

　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）） 　サブバッテリー交換

　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）） 　シリンダーヘッド交換

　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）） 　スターターモーター交換

　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）） 　ターボチャージャー圧力制御バルブ交換

　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）） 　ターボチャージャー交換

　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）） 　一時的にストップアンドスタートＯＮ（最大１０ｋｍ）

　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交換

　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）） 　自動適応値初期化

　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）） 　電動バタフライハウジング交換

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　アクセルペダル交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　エンジンフライホイール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　オルタネーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　クラッチ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　サブバッテリー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　サブバッテリー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　スターターモーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　ターボチャージャー圧力制御バルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　ターボチャージャー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　一時的にストップアンドスタートＯＮ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　一時的にストップアンドスタートＯＮ（最大１０ｋｍ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　吸気可変カムシャフト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　電動バタフライハウジング交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ４６） 　排気可変カムシャフト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　エンジンフライホイール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　エンジンブロック交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　オイルポンプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　オルタネーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　クラッチプロポーショナルセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　サブバッテリー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　スターターモーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　スパーク前自己着火（ランブル）後エンジントルク制限リセット

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　スパーク前自己着火数リセット（ランブル）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　ターボチャージャー圧力制御バルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　ニュートラルセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　バルブシート交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　ピストン交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　下流Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　吸気可変カムシャフト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　吸気制御モジュール（ＭＥＡＰ）交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　吸気制御モジュール（ＭＥＡＰ）修理

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　差圧センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　失火登録値再初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　上流Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　触媒コンバーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６）
　電動スロットルターボチャージャー＆ターボチャージャー
ディスチャージソレノイドバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　電動スロットルハウジング交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　排気可変カムシャフト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＶＤ５６） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＵ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　自動適応初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（ＸＦＶ　ＢＯＳＣＨ　ＭＥ７４７） 　設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＡＵＸドライブベルト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＤＥＮＯＸシステムリザーバー／ゲージポンプモジュール／パイプ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＤＥＮＯＸシステム故障再初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＤＥＮＯＸ触媒コンバーター再生

　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清掃

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＥＧＲエレクトロバルブ初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＥＧＲソレノイドバルブ交換
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　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＥＧＲバタフライ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＥＧＲバタフライ初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＥＧＲバルブ開度登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＥＧＲバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＥＧＲバルブ初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＥＧＲバルブ清掃

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ＮＯｘセンサー交換

　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

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　Ｏ２センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　Ｏ２センサー初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　アクセルペダル

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　アクセルペダルセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　アクセルペダル交換

　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

　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ＩＭＡ　４ｐｔｓ特性設定

　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ＩＭＡ　５ｐｔｓ特性設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　インジェクター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　インジェクター交換（４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）） 　エアフローセンサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　エアフローセンサー初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　エアフローメーター初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　エアミキサー開度登録

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　エアミキサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　エキゾーストマニホールド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　エタノール含有量書込み

　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ＥＣＵ初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　エンジンフライホイール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　エンジンブロック交換（エアフローセンサーなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　エンジンブロック交換（フローメーターあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　エンジンブロック交換（フローメーターなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　エンジン回転数センサー／エンジン回転数センサー目標

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　エンジン燃焼関連機械部品

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　オルタネーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　カムシャフト交換

　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）） 　クラッチ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ゲージポンプモジュールリザーバ交換（ＤＥＮＯＸシステムパイプ／尿素水インジェクター）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　サブバッテリー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　サブバッテリー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　シリンダーブロック交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　シリンダーヘッド交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　シリンダーヘッド交換（エアフローセンサーあり）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　シリンダーヘッド交換（エアフローセンサーなし）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　シリンダーリファレンスセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　スターターモーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ストップアンドスタートコントロール

　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）） 　ターボチャージャー２タービンバルブ初期化（ＶＴ２）

　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タービンバルブ２交換

　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制御バルブ交換

　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開度登録

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ターボ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ターボ初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　タイミング

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　タイミングベルト

　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初期化

　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初期化（４気筒エンジン）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ディーゼル高圧レール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ディーゼル添加剤タンク＆フューエルタンク交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ディーゼル添加剤タンク充填

　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リザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　ディーゼル添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　バッテリー交換

　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システムポジションセンサー

　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）） 　フューエルセンダー／ポンプモジュール

　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付高圧ポンプ変更

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　プレキャタライザー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　フローメーター交換

　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／リアＯ２センサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　リバーシブルオルタネーター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　一時的にストップアンドスタートＯＮ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　一時的にストップアンドスタートＯＮ（最大１０ｋｍ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　吸気圧力センサー

　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）） 　吸気可変カムシャフト交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　強制再生（車両停止時）

　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／レギュレーションバルブ交換

　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／流量レギュレーションバルブ交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　高圧ポンプ交換
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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）） 　高圧ポンプ初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　差圧センサー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　差圧センサー初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　再初期化（尿素水インジェクター交換後）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　自動設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　自動適応初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　自動適応値初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　触媒コンバーター

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　設定

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　設定表示

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　蓄電／電圧保持器交換

　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／フューエルフィルター／パイプ交換

　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／パイプリザーバー交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　添加剤リザーバー交換（ポンプ／パイプ）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　添加剤リザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　添加剤レベル初期化（添加剤リザーバー補填／交換時）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　電動バタフライハウジング交換

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　尿素水リザーバー充填

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　尿素水リザーバー充填／ドレーン

　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交換

　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交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　粒子フィルター強制再生（駆動中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　粒子フィルター強制再生（停止中）

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　粒子フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　粒子フィルター再生

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　粒子排出フィルター交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（オートサーチ（エンジン）） 　粒子排出フィルター差圧センサー交換

　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））） 　エアコン／クルーズコントロール交換

　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））） 　オイルパラメーター再初期化

　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））） 　高圧ポンプ／流量レギュレーションバルブ学習

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（プーマ（プーマ　４ＨＶ）） 　エアコン／クルーズコントロール交換

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（プーマ（プーマ　４ＨＶ）） 　オイルパラメーター再初期化

　エンジン（車台番号（ＶＩＮ）６～８桁目）（プーマ（プーマ　４ＨＶ）） 　高圧ポンプ／流量レギュレーションバルブ学習

　エンジンタイプ　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） 　オートマチックギアボックスオイル交換

　エンジンタイプ　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） 　ニュートラルポジション登録

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ　ＡＭ６＿ＡＴ６＿ＵＤＳ） 　オートマチックギアボックスオイル交換

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ　ＡＭ６＿ＡＴ６＿ＵＤＳ） 　ニュートラルポジション登録

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ　ＡＭ６＿ＡＴ６＿ＵＤＳ） 　登録値（パーシャルリアライメント）

　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） 　登録値（フルリアライメント）

　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＿ＡＴ８） 　ＡＴ自動適応初期化

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＡ＿ＡＬ４＿ＡＴ８） 　オイルウェアカウンター

　エンジンタイプ　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） 　オートマチックギアボックスオイル交換

　エンジンタイプ　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） 　ニュートラルポジション登録

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＭＰ＿ＭＡ） 　ギアボックスアクチュエーター取外し位置設定

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＭＰ＿ＭＡ） 　ギアボックスアクチュエーター取付け位置設定

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＭＰ＿ＭＡ） 　ギアボックスアクチュエーター初期化

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＭＰ＿ＭＡ） 　ギアボックス登録

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＭＰ＿ＭＡ） 　クラッチアクチュエーター登録

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＢＶＭＰ＿ＭＡ） 　登録手順（ギアボックス＆クラッチアクチュエーター）

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐ＿Ｈｙ） 　ギアボックスゲート学習

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐ＿Ｈｙ） 　クラッチ係合点登録

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐ＿Ｈｙ） 　伝達率値初期化

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐ＿Ｈｙ） 　油圧系統エア抜き

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐ＿Ｈｙ） 　油圧系統加圧

　エンジンタイプ　４２　：　ＥＢ２ＤＴＳ　エンジン　５速マニュアルギアボックス付（ＣＦＣ３００Ｐ＿Ｈｙ） 　油圧系統減圧

　エンジンタイプ　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） 　ＡＴ自動適応初期化

　エンジンタイプ　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） 　オイルウェアカウンター

　エンジンタイプ　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） 　ＡＴ自動適応初期化

　エンジンタイプ　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） 　オイルウェアカウンター

　エンジンタイプ　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）） 　オイルウェアカウンター

　エンジンタイプ　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）） 　オートマチックギアボックスオイル交換

　エンジンタイプ　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）） 　ギアボックスゲート学習

　エンジンタイプ　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）） 　クラッチ係合点登録

　エンジンタイプ　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）） 　ニュートラルポジション登録

　エンジンタイプ　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）） 　自動適応初期化

　エンジンタイプ　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）） 　伝達率値初期化

　エンジンタイプ　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）） 　登録値（パーシャルリアライメント）

　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）） 　登録値（フルリアライメント）

　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）） 　油圧系統エア抜き

　エンジンタイプ　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）） 　油圧系統加圧

　エンジンタイプ　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）） 　油圧系統減圧

　エンジンタイプ　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））

　ギアボックスアクチュエーター取外し位置設定

　エンジンタイプ　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））

　ギアボックスアクチュエーター取付け位置設定

　エンジンタイプ　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））

　ギアボックスアクチュエーター初期化

　エンジンタイプ　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））

　登録作業

　ギアボックス（４ＨＰ２０） 　自動適応値初期化

　ギアボックス（ＢＶＡ＿ＡＭ６＿Ｔ６＿ＵＤＳ） 　オートマチックギアボックスオイル交換

　ギアボックス（ＢＶＡ＿ＡＭ６＿Ｔ６＿ＵＤＳ） 　ニュートラルポジション登録

　ギアボックス（ＢＶＡ＿ＡＭ６＿Ｔ６＿ＵＤＳ） 　登録値（パーシャルリアライメント）

　ギアボックス（ＢＶＡ＿ＡＭ６＿Ｔ６＿ＵＤＳ） 　登録値（フルリアライメント）

　ギアボックス（ＢＶＡ＿ＡＸＮ８） 　ハイドロリックブロック交換

　ギアボックス（ＢＶＡ＿ＡＸＮ８） 　登録値（パーシャルリアライメント）

　ギアボックス（ＭＭＴ） 　クラッチ／ギアボックス登録

　ギアボックス（ＭＭＴ） 　クラッチアクチュエーター取外し／取付け位置設定
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　ギアボックス（オートギアボックス　ＡＬ４） 　ＡＴ自動適応初期化

　ギアボックス（オートギアボックス　ＡＬ４） 　オイルウェアカウンター

　ギアボックス（オートギアボックス　ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　ＡＴ自動適応初期化

　ギアボックス（オートギアボックス　ＢＶＡ＿ＡＬ４） 　オイルウェアカウンター

　ギアボックス（マニュアルギアボックスコントローラー） 　ギアボックスアクチュエーター取外し位置設定

　ギアボックス（マニュアルギアボックスコントローラー） 　ギアボックスアクチュエーター取付け位置設定

　ギアボックス（マニュアルギアボックスコントローラー） 　ギアボックスアクチュエーター初期化

　ギアボックス（マニュアルギアボックスコントローラー） 　登録作業

　コーデットアンチスタート（ＡＤＣ） 　キーコード消去

　コーデットアンチスタート（ＡＤＣ） 　キーコード登録（マスターキー付）

　サービスモジュール（ＢＴＡ＿２） 　車両電気構造設定

　サービスモジュール　独立テレマティックユニット（ＢＴＡ＿２） 　車両電気構造設定

　サンルーフ 　初期化

　サンルーフ 　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） 　ハイトセンサー登録

　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） 　調整

　ディーゼル添加剤ポンプ（ＰＯＭＰＥ＿ＭＵＸ＿ＭＧＩ） 　添加剤タンク交換

　ディーゼル添加剤ポンプ（ＰＯＭＰＥ＿ＭＵＸ＿ＭＧＩ） 　添加剤ポンプ交換

　ディーゼル添加剤機能 　添加剤タンク充填／交換（添加剤低レベルＬＥＤ点灯）

　ディーゼル添加剤機能 　粒子フィルター交換

　ディーゼル燃料添加剤制御ユニット 　リザーバ補充　低燃料レベル警告ランプ点灯

　ディーゼル燃料添加剤制御ユニット 　測定ポンプの交換／タンクの交換

　ディーゼル燃料添加剤制御ユニット 　粒子排出フィルター清掃／交換

　ディーゼル燃料添加剤制御ユニット（ＡＤＤＧＯ２） 　リザーバ補充　低燃料レベル警告ランプ点灯

　ディーゼル燃料添加剤制御ユニット（ＡＤＤＧＯ２） 　測定ポンプの交換／タンクの交換

　ディーゼル燃料添加剤制御ユニット（ＡＤＤＧＯ２） 　粒子排出フィルター清掃／交換

　ディスプレー 　ＡＭＦオプション

　ディスプレー 　言語

　ディスプレー 　表示モード

　電動パーキングブレーキ（オートサーチ（電動パーキングブレーキ）） 　ブレーキケーブル交換

　電動パーキングブレーキ（オートサーチ（電動パーキングブレーキ）） 　電動パーキングブレーキ交換

　トラクションバッテリーＥＣＵ（ＴＢＭＵ） 　再有効化

　パーキングアシスタンス（ＡＡＳ） 　設定

　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）） 　設定

　パーキングエイド 　設定

　パーキングコントロール 　牽引フック（試験運用版）

　ハイブリッドコントロールＥＣＵ　１（ＨＣＵ１　ユーロ６） 　アクセサリードライブベルト交換

　ハイブリッドコントロールＥＣＵ　１（ＨＣＵ１　ユーロ６） 　スターターモードによる強制スタート

　ハイブリッドコントロールＥＣＵ　１（ＨＣＵ１　ユーロ６） 　ファクトリーモード終了

　ハイブリッドコントロールＥＣＵ　１（ＨＣＵ１　ユーロ６） 　再有効化

　パワーステアリング（ＤＡＥ） 　トルクセンサー調整

　パワーステアリング（ＤＡＥ） 　回転角センサー出力補正

　ヒーター　換気 　設定

　ビルトインシステムインターフェイス 　［オプション］　エンジンコンパートメント

　ビルトインシステムインターフェイス 　［オプション］　オープニング／アクセス

　ビルトインシステムインターフェイス 　［オプション］　ショールーム

　ビルトインシステムインターフェイス 　［オプション］　その他

　ビルトインシステムインターフェイス 　［オプション］　ライティング／シグナリング

　ビルトインシステムインターフェイス 　［オプション］　ロッキング／アンロッキング

　ビルトインシステムインターフェイス 　［オプション］　警告音

　ビルトインシステムインターフェイス 　［オプション］　警告灯

　ビルトインシステムインターフェイス 　［オプション］　視認性

　ビルトインシステムインターフェイス 　［オプション］　助手席コンパートメント

　ビルトインシステムインターフェイス 　［オプション］　暖房／換気

　ビルトインシステムインターフェイス 　［オプション］　燃料情報

　ビルトインシステムインターフェイス 　２０６ＳＤ

　ビルトインシステムインターフェイス 　２０６ハッチバック

　ビルトインシステムインターフェイス 　ＢＳＩコード登録

　ビルトインシステムインターフェイス 　ＥＣＵ表示

　ビルトインシステムインターフェイス 　ＳＤ　Ｖ１

　ビルトインシステムインターフェイス 　ＳＤ　Ｖ２０

　ビルトインシステムインターフェイス 　ＳＤ　Ｖ８

　ビルトインシステムインターフェイス 　ＳＤ　Ｖ９

　ビルトインシステムインターフェイス 　ＳＤタイプ１

　ビルトインシステムインターフェイス 　ＳＤタイプ１０

　ビルトインシステムインターフェイス 　ＳＤタイプ２

　ビルトインシステムインターフェイス 　ＳＤタイプ２０

　ビルトインシステムインターフェイス 　ＳＤタイプ８

　ビルトインシステムインターフェイス 　ＳＤタイプ９

　ビルトインシステムインターフェイス 　ＶＩＮコード

　ビルトインシステムインターフェイス 　イナーシャスイッチ再組付け（ＦＩＳ）

　ビルトインシステムインターフェイス 　インジケータコマンド

　ビルトインシステムインターフェイス 　エンジンイモビライザーコード　キー

　ビルトインシステムインターフェイス 　オート設定（新バージョン）

　ビルトインシステムインターフェイス 　カスタマーモード

　ビルトインシステムインターフェイス 　キー登録

　ビルトインシステムインターフェイス 　ゼロリセット

　ビルトインシステムインターフェイス 　タイプ２

　ビルトインシステムインターフェイス 　タイプ３

　ビルトインシステムインターフェイス 　タイプ４

　ビルトインシステムインターフェイス 　タイプ５

　ビルトインシステムインターフェイス 　タイプ６

　ビルトインシステムインターフェイス 　デフォルト登録

　ビルトインシステムインターフェイス 　パワーサプライモード

　ビルトインシステムインターフェイス 　メンテナンス
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　ビルトインシステムインターフェイス 　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 　自動設定

　ビルトインシステムインターフェイス 　自動設定ＳＤタイプ　１～２０

　ビルトインシステムインターフェイス 　自動設定タイプ　２～６

　ビルトインシステムインターフェイス（ＢＳＩ　２０１０） 　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（ＢＳＩ） 　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（ＢＳＩ２０１０） 　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（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　ＢＳＩコード登録

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　キー登録

　ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（ＢＳＩ）） 　再試行回数カウンター０リセット

　ブラインドスポットモニタリング（ＳＡＭ） 　ブラインドスポットモニタリング機能テスト

　ブラインドスポットモニタリング（ＳＡＭ） 　設定

　マルチファンクション 　オプション設定

　マルチファンクション 　カスタマーパラメーターセッティングメニュー設定

　マルチファンクション 　カスタマー言語設定

　マルチファンクション 　リモートコントロール設定

　マルチファンクション 　設定　表示モード

　マルチファンクションスクリーン 　カスタマー設定

　マルチファンクションスクリーン 　パーソナライゼーションメニュー設定

　マルチファンクションスクリーン 　車両設定

　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）） 　カスタマー設定

　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）） 　パーソナライゼーションメニュー設定

　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）） 　車両設定

　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）） 　オプション設定

　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）） 　カスタマーパラメーターセッティングメニュー設定

　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）） 　カスタマー言語設定

　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）） 　リモートコントロール設定

　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）） 　設定　表示モード

　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）） 　カスタマー設定

　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）） 　パーソナライゼーションメニュー設定

　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）） 　車両設定

　マルチファンクションディスプレー 　オプション設定

　マルチファンクションディスプレー 　カスタマーパラメーターセッティングメニュー設定

　マルチファンクションディスプレー 　カスタマー言語設定

　マルチファンクションディスプレー 　リモートコントロール設定

　マルチファンクションディスプレー 　設定　表示モード

　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）） 　オプション設定

　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）） 　カスタマーパラメーターセッティングメニュー設定

　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）） 　カスタマー言語設定

　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）） 　リモートコントロール設定

　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）） 　設定　表示モード

　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）） 　カスタマー設定

　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）） 　パーソナライゼーションメニュー設定

　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）） 　車両設定

　マルチファンクションディスプレー（ＲＴ３） 　ＥＧＲバルブ交換

　マルチファンクションディスプレー（ＲＴ３） 　エンジンフライホイール交換

　マルチファンクションディスプレー（ＲＴ３） 　エアミキサー交換

　マルチファンクションディスプレー（ＲＴ３） 　粒子フィルター交換

　マルチファンクションディスプレー（ＲＴ３） 　フローメーター交換

　マルチファンクションディスプレー（ＲＴ３） 　レール圧力センサー交換

　マルチファンクションディスプレー（ＲＴ３） 　Ｏ２センサー交換

　マルチファンクションディスプレー（ＲＴ３） 　オイル劣化カウンターゼロリセット

　マルチプレクス添加剤追加ポンプＥＣＵ 　添加剤タンク充填

　マルチプレクス添加剤添加ポンプ（ＰＯＭＰＥ＿ＭＵＸ＿ＭＧＩ） 　添加剤タンク交換

　マルチプレクス添加剤添加ポンプ（ＰＯＭＰＥ＿ＭＵＸ＿ＭＧＩ） 　添加剤ポンプ交換

　ラジオ 　ＶＩＮコード

　ラジオ 　ラジオ設定

　レイン－サンライトセンサー（ＣＤＰＬ＿ＵＤＳ＿ＨＥＬＬＡ） 　初期化

　侵入警報サイレン 　侵入警報サイレン設定


