
●オペル　作業サポート(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　インフォテインメントシステム（オーディオシステム） 　ダッシュボード－ＩＲＣへ接続

　インフォテインメントシステム（セキュリティＰＩＮコード読み取り（ベータ）） 　セキュリティーＰＩＮコード読込

　エンジン（Ａ　１８　ＸＥＲ） 　タイヤ環境登録

　エンジン（Ａ　１８　ＸＥＲ） 　学習値リセット

　エンジン（Ａ　１８　ＸＥＲ） 　電子スロットル制御

　エンジン（Ａ　１８　ＸＥＲ） 　噴射カットオフテスト

　エンジン（Ｃ　１８　ＳＥＬ） 　アイドルエア制御

　エンジン（Ｃ　１８　ＳＥＬ） 　アイドル回転数調整

　エンジン（Ｃ　１８　ＳＥＬ） 　インジェクタ切断

　エンジン（Ｃ　１８　ＳＥＬ） 　回転数制御

　エンジン（Ｃ　２０　ＳＥＬ） 　アイドル回転数調整

　エンジン（Ｃ　２０　ＳＥＬ） 　アイドル駆動調整

　エンジン（Ｃ　２０　ＳＥＬ） 　インジェクタ切断

　エンジン（Ｃ　２２　ＳＥＬ） 　アイドルエア制御

　エンジン（Ｃ　２２　ＳＥＬ） 　アイドル回転数調整

　エンジン（Ｃ　２２　ＳＥＬ） 　インジェクタ切断

　エンジン（Ｃ　２２　ＳＥＬ） 　回転数制御

　エンジン（ＥＣＭ（２．４Ｄ）） 　サブネット設定リスト　－　高速

　エンジン（ＥＣＭ（２．４Ｄ）） 　車輪の円周

　エンジン（ＥＣＭ（３．２Ｄ）） 　エンジンオイルライフリセット

　エンジン（ＥＣＭ（３．２Ｄ）） 　スロットルボディ再学習

　エンジン（ＥＣＭ（３．２Ｄ）） 　燃料トリムリセット

　エンジン（ＥＣＭ（ディーゼル）） 　ＥＣＭイモビライザ学習

　エンジン（ＥＣＭ（ディーゼル）） 　ＥＣＭ交換

　エンジン（ＥＣＭ（ディーゼル）） 　アイドルテスト

　エンジン（ＥＣＭ（ディーゼル）） 　インジェクタＩＱＡコーディング

　エンジン（ＥＣＭ（ディーゼル）） 　クランキングテスト

　エンジン（ＥＣＭ（ディーゼル）） 　サービス再生

　エンジン（ＥＣＭ（ディーゼル）） 　ホイール環境

　エンジン（ＥＣＭ（ディーゼル）） 　車両バリアントコーディング

　エンジン（ＥＣＭ（ディーゼル）） 　燃料補正テスト

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＩＩ） 　ＥＣＭ（エンジンコントロールモジュール）装着

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＩＩ） 　エンジンオイルライフリセット

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　エンジンオイルライフリセット

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　スロットルボディ再学習

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　学習クランク角検知エラー

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ１） 　アイドル回転数調整

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ１） 　アイドル駆動調整

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ１） 　インジェクタ切断

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ１） 　回転数制御

　エンジン（Ｘ　２５　ＸＥ） 　Ｏ２ループブロックＭＡＰコントロール学習リセット

　エンジン（Ｘ　２５　ＸＥ） 　アイドルエアコントロールバルブブロック学習マップリセット

　エンジン（Ｘ　２５　ＸＥ） 　アイドル回転数オフセット調整

　エンジン（Ｚ　１０　ＸＥＰ） 　ＥＧＲ制御

　エンジン（Ｚ　１０　ＸＥＰ） 　Ｏ２ループブロック学習マップリセット

　エンジン（Ｚ　１０　ＸＥＰ） 　アイドル回転数登録

　エンジン（Ｚ　１０　ＸＥＰ） 　インジェクタ切断テスト

　エンジン（Ｚ　１０　ＸＥＰ） 　回転数制御

　エンジン（Ｚ　１０　ＸＥＰ） 　学習値リセット

　エンジン（Ｚ　１０　ＸＥＰ） 　電子スロットル制御

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥＰ） 　ＥＧＲ制御

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥＰ） 　Ｏ２ループブロック学習マップリセット

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥＰ） 　アイドル回転数登録

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥＰ） 　インジェクタ切断テスト

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥＰ） 　回転数制御

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥＰ） 　学習値リセット

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥＰ） 　電子スロットル制御

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥ） 　ＣＡＮ設定登録

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥ） 　ＥＧＲ制御

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥ） 　インジェクタ切断テスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥ） 　バリアント設定登録

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥ） 　電子スロットル制御

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥ） 　燃料タンクベンチレーションコントロール

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　ＥＧＲ制御

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　Ｏ２ループブロック学習マップリセット

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　アイドル回転数登録

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　インジェクタ切断テスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　バルブ学習リセット
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　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　回転数制御

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　学習値リセット

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　学習クランク角検知エラー

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　電子スロットル制御

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　補正

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　ＥＧＲ制御

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　インジェクタ切断テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　電子スロットル制御

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　燃料タンクベンチレーションコントロール

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　ＣＡＮ設定登録

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　アイドル回転数登録

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　インジェクタ切断テスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　タイヤ環境登録

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　バリアント設定登録

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　バルブ学習リセット

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　回転数制御

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　電子スロットル制御

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　燃料タンクベンチレーションコントロール

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　噴射カットオフテスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥＲ） 　タイヤ環境登録

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥＲ） 　学習値リセット

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥＲ） 　電子スロットル制御

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥＲ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥＲ） 　噴射カットオフテスト

　エンジン（Ｚ　１９　ＤＴ） 　ＤＰＦ交換

　エンジン（Ｚ　１９　ＤＴ） 　ＤＰＦ再生

　エンジン（Ｚ　１９　ＤＴ） 　インジェクタ登録

　エンジン（Ｚ　１９　ＤＴ） 　タイヤ環境登録

　エンジン（Ｚ　１９　ＤＴ） 　フューエルポンプリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１９　ＤＴ） 　マスエアフローセンサ交換

　エンジン（Ｚ　１９　ＤＴ） 　レール圧センサ交換

　エンジン（Ｚ　１９　ＤＴ） 　差圧センサ交換

　エンジン（Ｚ　１９　ＤＴ） 　触媒交換

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＨ） 　Ｏ２ループブロック学習マップリセット

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＨ） 　フューエルポンプリレーテスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＲ） 　Ｏ２ループブロック学習マップリセット

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＲ） 　タイヤ環境登録

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＲ） 　電子スロットル制御

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＲ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｚ　２２　ＳＥ） 　ＣＡＮ設定登録

　エンジン（Ｚ　２２　ＳＥ） 　ＥＧＲ制御

　エンジン（Ｚ　２２　ＳＥ） 　Ｏ２ループブロック学習マップリセット

　エンジン（Ｚ　２２　ＳＥ） 　バリアント設定登録

　エンジン（Ｚ　２２　ＳＥ） 　学習クランク角検知エラー

　エンジン（Ｚ　２２　ＳＥ） 　電子スロットル制御

　エンジン（Ｚ　２２　ＳＥ） 　燃料タンクベンチレーションコントロール

　エンジン（Ｚ　２２　ＹＨ） 　タイヤ環境登録

　エンジン（Ｚ　２２　ＹＨ） 　電子スロットル制御

　エンジン（Ｚ　２２　ＹＨ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｚ　３２　ＳＥ） 　タイヤ環境登録

　エンジン（Ｚ　３２　ＳＥ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｚ　３２　ＳＥ） 　噴射カットオフテスト

　エンジン（エンジン（ディーゼル）） 　インジェクター交換

　エンジン（エンジン（ディーゼル）） 　圧縮テスト

　エンジン（エンジン（ディーゼル）） 　学習値リセット

　エンジン（エンジン（ディーゼル）） 　吸気エアフローバルブ交換

　シャーシ（ＡＢＳ） 　フロント右ソレノイドバルブテスト

　シャーシ（ＡＢＳ） 　フロント左ソレノイドバルブテスト

　シャーシ（ＡＢＳ） 　リア右ソレノイドバルブテスト

　シャーシ（ＡＢＳ） 　リア左ソレノイドバルブテスト

　シャーシ（ＡＢＳ） 　リターンポンプリレーテスト

　シャーシ（ＡＢＳ） 　車輪周長登録

　シャーシ（ＡＢＳ　ＥＴＣ） 　ＶＴ　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）オートテスト

　シャーシ（ＡＢＳ　ＥＴＣ） 　ブレーキエア抜き

　シャーシ（ＡＢＳ　ＴＣ　ＥＳＰ（ビークルダイナミックシステム）） 　エア抜き検知システムリセット

　シャーシ（ＡＢＳ　ＴＣ　ＥＳＰ（ビークルダイナミックシステム）） 　センサクラスタ補正

　シャーシ（ＡＢＳ　ＴＣ　ＥＳＰ８．０） 　ＶＩＮ登録
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　シャーシ（ＡＢＳ　ＴＣ　ＥＳＰ８．０） 　エア抜き

　シャーシ（ＡＢＳ　ＴＣ　ＥＳＰ８．０） 　ステアリングアングルセンサー補正

　シャーシ（ＥＢＣＭ（エレクトロニックブレーキコントロールモジュール）） 　ステアリングアングルセンサー補正

　シャーシ（ＥＢＣＭ（エレクトロニックブレーキコントロールモジュール）） 　ブレーキエア抜き

　シャーシ（ＥＳＰ） 　ステアリングアングルセンサ補正

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

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

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　パーキングブレーキケーブル交換手順

　シャーシ（ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール） 　設定／リセット機能

　シャーシ（パーキングブレーキコントロールモジュール） 　アディッショナルタッチポイントアダプテーション

　シャーシ（パーキングブレーキコントロールモジュール） 　パーキングブレーキキャリブレーション

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

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

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

　シャーシ（パーキングブレーキコントロールモジュール） 　補正

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

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

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　パーキングブレーキケーブル交換手順

　シャーシ（多重加速度センサモジュール） 　ヨーレートセンサーリセット

　シャーシ（多重加速度センサモジュール） 　ヨーレートセンサー学習

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　Ｒｅａｒ　Ｂｒａｋｅ　Ｃａｌｉｐｅｒ　Ｐｉｓｔｉｏｎ　Ｅｘｔｅｎｄ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　Ｒｅａｒ　Ｂｒａｋｅ　Ｃａｌｉｐｅｒ　Ｐｉｓｔｉｏｎ　Ｒｅｔｒａｃｔ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　エア抜き

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

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

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ステアリングホイールアングルリセット

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

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　縦加速度センサーリセット

　シャーシ（電動パワーステアリング） 　補正

　トランスミッション（ＡＦ　１３－ＩＩ　１７　２０　２２） 　ＴＣ信号ステータスリセット

　トランスミッション（ＡＦ　１３ＩＩ　２０　２２　３０） 　ＴＣ信号ステータスリセット

　トランスミッション（ＡＦ　１３ＩＩ　２０　２２　３０） 　学習値リセット

　トランスミッション（ＡＦ　１７－４） 　ＥＣＵリセット

　トランスミッション（ＡＦ　１７－４） 　学習値リセット

　トランスミッション（ＡＦ　２２－４） 　ＥＣＵリセット

　トランスミッション（ＡＦ　２２－４） 　学習値リセット

　トランスミッション（ＡＦ　２３－５　３３－５　４０－６） 　ＥＣＵリセット

　トランスミッション（ＡＦ　２３－５　３３－５　４０－６） 　学習値リセット

　トランスミッション（ＡＦ　４０－６） 　セレクタレバーＮポジション学習

　トランスミッション（ＡＦ　４０－６） 　学習値リセット

　トランスミッション（ＡＴ） 　タップセルリセット

　トランスミッション（ＭＴＡ（イージートロニック）） 　アディッショナルタッチポイントアダプテーション

　トランスミッション（ＭＴＡ（イージートロニック）） 　ギアボックスパラメーター学習

　トランスミッション（ＭＴＡ（イージートロニック）） 　クラッチコントロールテスト

　トランスミッション（ＭＴＡ（イージートロニック）） 　クラッチ油圧エア抜き

　トランスミッション（ＭＴＡ（イージートロニック）） 　タッチポイント適応

　トランスミッション（ＭＴＡ（イージートロニック）） 　バリアント設定登録

　トランスミッション（ＴＣＭ） 　学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　ＨＯ２Ｓヒーター学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　アイドル学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　クラッチスリップデータリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　ニュートラルポジションセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　吸気系学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　燃料レール圧力センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　燃料微小噴射量データリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　ＨＯ２Ｓヒーター学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　アイドル学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　クラッチスリップデータリセット
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　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　ニュートラルポジションセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　吸気系学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１）＿非装備＿その他）） 　ＨＯ２Ｓヒーター学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１）＿非装備＿その他）） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１）＿非装備＿その他）） 　アイドル学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１）＿非装備＿その他）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１）＿非装備＿その他）） 　クラッチスリップデータリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１）＿非装備＿その他）） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１）＿非装備＿その他）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１）＿非装備＿その他）） 　ニュートラルポジションセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１）＿非装備＿その他）） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１）＿非装備＿その他）） 　吸気系学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１）＿非装備＿その他）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１）＿非装備＿その他）） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１）＿非装備＿その他）） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）　＿センサー）） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）　＿センサー）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）　＿センサー）） 　クラッチペダルポジション学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）　＿センサー）） 　スロットルアクチュエーターリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）　＿センサー）） 　スロットルボディーアイドルエアフロー補正リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）　＿センサー）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）　＿スイッチ（＿Ｅ８０Ｗ））） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）　＿スイッチ（＿Ｅ８０Ｗ））） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）　＿スイッチ（＿Ｅ８０Ｗ））） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）　＿スイッチ（＿Ｅ８０Ｗ））） 　スロットルアクチュエーターリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）　＿スイッチ（＿Ｅ８０Ｗ））） 　スロットルボディーアイドルエアフロー補正リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）　＿スイッチ（＿Ｅ８０Ｗ））） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ））） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ））） 　クラッチペダルポジション学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ））） 　スロットルボディーアイドルエアフロー補正リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ））） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　ＤＰＦ圧力センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　ＮＯｘ吸蔵触媒データリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　ＮＯｘ吸蔵触媒リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　スロットルアクチュエーターリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　スロットルボディーアイドルエアフロー補正リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　ニュートラルポジションセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　触媒リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　燃料微小噴射量データリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　排気温度センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿非装備＿その他）） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿非装備＿その他）） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿非装備＿その他）） 　ＤＰＦ圧力センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿非装備＿その他）） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿非装備＿その他）） 　ＮＯｘ吸蔵触媒データリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿非装備＿その他）） 　ＮＯｘ吸蔵触媒リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿非装備＿その他）） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿非装備＿その他）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿非装備＿その他）） 　クラッチペダルポジション学習
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　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿非装備＿その他）） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿非装備＿その他）） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿非装備＿その他）） 　スロットルアクチュエーターリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿非装備＿その他）） 　スロットルボディーアイドルエアフロー補正リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿非装備＿その他）） 　ニュートラルポジションセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿非装備＿その他）） 　触媒リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿非装備＿その他）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿非装備＿その他）） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿非装備＿その他）） 　燃料微小噴射量データリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＤＣ）＿非装備＿その他）） 　排気温度センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＷＤ））） 　ＨＯ２Ｓヒーター学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＷＤ））） 　クラッチペダルポジション学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＷＤ））） 　スロットルアクチュエーターリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＷＤ））） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＤＶ））） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＤＶ））） 　ＤＰＦサービス再生

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＤＶ））） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＤＶ））） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＤＶ））） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＤＶ））） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＤＶ））） 　インジェクター流量レート登録

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＤＶ））） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＤＶ））） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＤＶ））） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＤＶ））） 　ターボチャージャー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＤＶ））） 　フライホイール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＤＶ））） 　吸気エアフローバルブ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＤＶ））） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＤＶ））） 　排気温度センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＳＦ））） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＳＦ））） 　ＤＰＦサービス再生

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＳＦ））） 　ＤＰＦ圧力センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＳＦ））） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＳＦ））） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＳＦ））） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＳＦ））） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＳＦ））） 　インジェクター流量レート登録

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＳＦ））） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＳＦ））） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＳＦ））） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＳＦ））） 　ターボチャージャー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＳＦ））） 　ニュートラルポジションセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＳＦ））） 　フライホイール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＳＦ））） 　吸気エアフローバルブ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＳＦ））） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＳＦ））） 　排気温度センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ））） 　ＤＰＦサービス再生

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ））） 　ＤＰＦ圧力センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ））） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ））） 　ＮＯｘ吸蔵触媒データリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ））） 　ＮＯｘ吸蔵触媒リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ））） 　インジェクター流量レート登録

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ））） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ））） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ））） 　ニュートラルポジションセンサー学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ））） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ））） 　燃料微小噴射量データリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ））） 　排気温度センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　ＤＰＦサービス再生
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　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　ＤＰＦ圧力センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　ＮＯｘ吸蔵触媒データリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　ＮＯｘ吸蔵触媒リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　ニュートラルポジションセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　触媒リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　燃料微小噴射量データリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　排気温度センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ）＿非装備＿その他）） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ）＿非装備＿その他）） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ）＿非装備＿その他）） 　ＤＰＦ圧力センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ）＿非装備＿その他）） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ）＿非装備＿その他）） 　ＮＯｘ吸蔵触媒データリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ）＿非装備＿その他）） 　ＮＯｘ吸蔵触媒リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ）＿非装備＿その他）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ）＿非装備＿その他）） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ）＿非装備＿その他）） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ）＿非装備＿その他）） 　ニュートラルポジションセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ）＿非装備＿その他）） 　触媒リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ）＿非装備＿その他）） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ）＿非装備＿その他）） 　燃料微小噴射量データリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＵ）＿非装備＿その他）） 　排気温度センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ））） 　ＤＰＦサービス再生

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ））） 　ＤＰＦ圧力センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ））） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ））） 　ＮＯｘ吸蔵触媒データリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ））） 　ＮＯｘ吸蔵触媒リセット

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ））） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ））） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ））） 　ニュートラルポジションセンサー学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ））） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ））） 　燃料微小噴射量データリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ））） 　排気温度センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　ＤＰＦ圧力センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　ＮＯｘ吸蔵触媒データリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　ＮＯｘ吸蔵触媒リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　ニュートラルポジションセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　触媒リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　燃料微小噴射量データリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　排気温度センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ）＿非装備＿その他）） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ）＿非装備＿その他）） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ）＿非装備＿その他）） 　ＤＰＦ圧力センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ）＿非装備＿その他）） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ）＿非装備＿その他）） 　ＮＯｘ吸蔵触媒データリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ）＿非装備＿その他）） 　ＮＯｘ吸蔵触媒リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ）＿非装備＿その他）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ）＿非装備＿その他）） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ）＿非装備＿その他）） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ）＿非装備＿その他）） 　ニュートラルポジションセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ）＿非装備＿その他）） 　触媒リセット
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　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ）＿非装備＿その他）） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ）＿非装備＿その他）） 　燃料微小噴射量データリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＫＶ）＿非装備＿その他）） 　排気温度センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　ＨＯ２Ｓヒーター学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　アイドル学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＨ））） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＨ））） 　クラッチペダルポジション学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＨ））） 　スロットルボディーアイドルエアフロー補正リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＨ））） 　吸気系学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＨ））） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　クラッチペダルポジション学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　スロットルボディーアイドルエアフロー補正リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　吸気系学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　ＨＯ２Ｓヒーター学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　アイドルテスト

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　アディッショナルタッチポイントアダプテーション

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　クラッチペダルポジション学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　スロットルアクチュエーターリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　スロットルボディーアイドルエアフロー補正リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　ターボチャージャー学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　圧縮テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　燃料タンクベンチレーションコントロール

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　スロットルアクチュエーターリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　スロットルボディーアイドルエアフロー補正リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ）＿センサー）） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ）＿センサー）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ）＿センサー）） 　クラッチペダルポジション学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ）＿センサー）） 　スロットルアクチュエーターリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ）＿センサー）） 　スロットルボディーアイドルエアフロー補正リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ）＿センサー）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ）＿スイッチ（＿Ｅ８０Ｗ））） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ）＿スイッチ（＿Ｅ８０Ｗ））） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ）＿スイッチ（＿Ｅ８０Ｗ））） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ）＿スイッチ（＿Ｅ８０Ｗ））） 　スロットルアクチュエーターリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ）＿スイッチ（＿Ｅ８０Ｗ））） 　スロットルボディーアイドルエアフロー補正リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ）＿スイッチ（＿Ｅ８０Ｗ））） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　アイドル学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　外気温度算出値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　吸気系学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　燃料レール圧力センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　燃料微小噴射量データリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＫＵ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　ＨＯ２Ｓヒーター学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＫＵ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　アイドル学習
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　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＫＵ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＫＵ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＫＵ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　スロットルアクチュエーターリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＫＵ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　ターボチャージャー学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＫＵ）＿ＭＹ　２０１７．５　（ＡＢＷ））） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＫＵ）＿非装備＿その他）） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＫＵ）＿非装備＿その他）） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＫＵ）＿非装備＿その他）） 　クラッチペダルポジション学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＫＵ）＿非装備＿その他）） 　スロットルボディーアイドルエアフロー補正リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＫＵ）＿非装備＿その他）） 　吸気系学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＫＵ）＿非装備＿その他）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　ＨＯ２Ｓヒーター学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　クラッチペダルポジション学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　スロットルアクチュエーターリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　スロットルボディーアイドルエアフロー補正リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　ターボチャージャー学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　吸気系学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　ＨＯ２Ｓヒーター学習

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　クラッチペダルポジション学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　スロットルアクチュエーターリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＧＥ））） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＧＥ））） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＧＥ））） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＧＥ））） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＧＥ））） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＧＥ））） 　スロットルアクチュエーターリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＧＥ））） 　ターボチャージャー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＧＥ））） 　フューエルインジェクター学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＧＥ））） 　フライホイール学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＧＥ））） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０１）） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０１）） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０１）） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０１）） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０１）） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０１）） 　スロットルアクチュエーターリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０１）） 　ターボチャージャー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０１）） 　フューエルインジェクター学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０１）） 　フライホイール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０１）） 　触媒リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０１）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０２）） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０２）） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０２）） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０２）） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０２）） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０２）） 　スロットルアクチュエーターリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０２）） 　ターボチャージャー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０２）） 　フューエルインジェクター学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０２）） 　フライホイール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０２）） 　触媒リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０２）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０３）） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０３）） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０３）） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０３）） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０３）） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０３）） 　スロットルアクチュエーターリセット
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　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０３）） 　ターボチャージャー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０３）） 　フューエルインジェクター学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０３）） 　フライホイール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０３）） 　触媒リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０３）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０４）） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０４）） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０４）） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０４）） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０４）） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０４）） 　スロットルアクチュエーターリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０４）） 　ターボチャージャー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０４）） 　フューエルインジェクター学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０４）） 　フライホイール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０４）） 　触媒リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０４）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０５）） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０５）） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０５）） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０５）） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０５）） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０５）） 　スロットルアクチュエーターリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０５）） 　ターボチャージャー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０５）） 　フューエルインジェクター学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０５）） 　フライホイール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０５）） 　触媒リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０５）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　その他）） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　その他）） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　その他）） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　その他）） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　その他）） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　その他）） 　スロットルアクチュエーターリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　その他）） 　ターボチャージャー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　その他）） 　フューエルインジェクター学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　その他）） 　フライホイール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　その他）） 　触媒リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　その他）） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　Ｏ２センサーヒーター抵抗学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　ＨＯ２Ｓヒーター学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　ＭＡＦセンサー学習

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　クラッチペダルポジション学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　スロットルアクチュエーターリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　スロットルボディーアイドルエアフロー補正リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　ターボチャージャー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　ターボチャージャー学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　フューエルインジェクター学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　フライホイール学習

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　ＤＰＦサービス再生

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　ＤＰＦ圧力センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　ＤＰＦ再生

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　ＥＣＭイモビライザ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　ＨＯ２Ｓ学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　ＮＯｘセンサー１リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　ＮＯｘセンサー２リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　ＮＯｘ吸蔵触媒データリセット
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　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　ＮＯｘ吸蔵触媒リセット

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　アディッショナルタッチポイントアダプテーション

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　インジェクター流量レート登録

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　クラッチペダルポジション学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　ニュートラルポジションセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　フライホイール学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　還元剤システムデータリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　還元剤タンクレベルリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　車輪の円周

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　排気温度センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　排気温度センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＭ））） 　ＤＰＦサービス再生

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＭ））） 　ＤＰＦ圧力センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＭ））） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＭ））） 　インジェクター流量レート登録

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＭ））） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＭ））） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＭ））） 　ニュートラルポジションセンサー学習

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＭ））） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＭ））） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＭ））） 　排気温度センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　ＨＯ２Ｓヒーター学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　クラッチペダルポジション学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　リモートビークルスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　ＨＯ２Ｓヒーター学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　クラッチスリップデータリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　クラッチペダルポジション学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　リモートビークルスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　外気温度算出値リセット

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　燃料レール圧力センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　燃料微小噴射量データリセット

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＶ））） 　ＤＰＦ圧力センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＶ））） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＶ））） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＶ））） 　排気温度センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＫＲ））） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＫＲ））） 　ＤＰＦ圧力センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＫＲ））） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＫＲ））） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＫＲ））） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＫＲ））） 　触媒リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＫＲ））） 　排気温度センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　ＡＰＰ学習
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　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　ＤＰＦ圧力センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　ＥＣＭイモビライザ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　ＨＯ２Ｓ学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　ＮＯｘ吸蔵触媒データリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　アディッショナルタッチポイントアダプテーション

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　インジェクター流量レート登録

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　バッテリーセンサーモジュール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　圧縮テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　吸気系学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　車輪の円周

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　触媒リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　電子スロットル制御

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＶ））） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＶ））） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＶ））） 　ＤＰＦ圧力センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＶ））） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＶ））） 　ＥＣＭイモビライザ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＶ））） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＶ））） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＶ））） 　ＨＯ２Ｓ学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＶ））） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＶ））） 　ＮＯｘ吸蔵触媒データリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＶ））） 　アディッショナルタッチポイントアダプテーション

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＶ））） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＶ））） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＶ））） 　バッテリーセンサーモジュール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＶ））） 　圧縮テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＶ））） 　吸気系学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＶ））） 　車輪の円周

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＶ））） 　触媒リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＶ））） 　電子スロットル制御

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＤ））） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＤ））） 　ＤＰＦ圧力センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＤ））） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＤ））） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＤ））） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＤ））） 　触媒リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＤ））） 　排気温度センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＥ））） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＥ））） 　ＤＰＦ圧力センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＥ））） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＥ））） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＥ））） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＥ））） 　触媒リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＥ））） 　排気温度センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　ＨＯ２Ｓヒーター学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　アイドル学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　エンジンオイルライフリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント１）） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント１）） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント１）） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント１）） 　ＤＰＦ再生状態

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント１）） 　ＤＰＦ未完再生状態

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント１）） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント１）） 　ＨＯ２Ｓ学習



●オペル　作業サポート(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント１）） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント１）） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント１）） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント１）） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント１）） 　ターボチャージャー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント１）） 　フライホイール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント１）） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント１）） 　排気温度センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント２）） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント２）） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント２）） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント２）） 　ＤＰＦ再生状態

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント２）） 　ＤＰＦ未完再生状態

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント２）） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント２）） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント２）） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント２）） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント２）） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント２）） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント２）） 　ターボチャージャー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント２）） 　フライホイール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント２）） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント２）） 　排気温度センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ））） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ））） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ））） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ））） 　ＤＰＦ再生状態

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ））） 　ＤＰＦ未完再生状態

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ））） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ））） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ））） 　ＭＡＦセンサー学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ））） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ））） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ））） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ））） 　ターボチャージャー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ））） 　フライホイール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ））） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ））） 　排気温度センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント１）） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント１）） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント１）） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント１）） 　ＤＰＦ再生状態

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント１）） 　ＤＰＦ未完再生状態

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント１）） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント１）） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント１）） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント１）） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント１）） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント１）） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント１）） 　ターボチャージャー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント１）） 　フライホイール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント１）） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント１）） 　排気温度センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント２）） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント２）） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント２）） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント２）） 　ＤＰＦ再生状態

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント２）） 　ＤＰＦ未完再生状態

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント２）） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント２）） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント２）） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント２）） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント２）） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント２）） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント２）） 　ターボチャージャー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント２）） 　フライホイール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント２）） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習
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システム名 項目名

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント２）） 　排気温度センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ））） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ））） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ））） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ））） 　ＤＰＦ再生状態

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ））） 　ＤＰＦ未完再生状態

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ））） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ））） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ））） 　ＭＡＦセンサー学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ））） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ））） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ））） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ））） 　ターボチャージャー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ））） 　フライホイール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ））） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ））） 　排気温度センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント１）） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント１）） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント１）） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント１）） 　ＤＰＦ再生状態

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント１）） 　ＤＰＦ未完再生状態

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント１）） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント１）） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント１）） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント１）） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント１）） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント１）） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント１）） 　ターボチャージャー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント１）） 　フライホイール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント１）） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント１）） 　排気温度センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント２）） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント２）） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント２）） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント２）） 　ＤＰＦ再生状態

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント２）） 　ＤＰＦ未完再生状態

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント２）） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント２）） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント２）） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント２）） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント２）） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント２）） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント２）） 　ターボチャージャー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント２）） 　フライホイール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント２）） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント２）） 　排気温度センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ））） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ））） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ））） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ））） 　ＤＰＦ再生状態

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ））） 　ＤＰＦ未完再生状態

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ））） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ））） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ））） 　ＭＡＦセンサー学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ））） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ））） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ））） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ））） 　ターボチャージャー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ））） 　ニュートラルポジションセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ））） 　フライホイール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ））） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ））） 　排気温度センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント１）） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント１）） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント１）） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント１）） 　ＥＧＲバルブ学習
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　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント１）） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント１）） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント１）） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント１）） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント１）） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント１）） 　ターボチャージャー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント１）） 　フライホイール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント１）） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント１）） 　排気温度センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント２）） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント２）） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント２）） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント２）） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント２）） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント２）） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント２）） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント２）） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント２）） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント２）） 　ターボチャージャー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント２）） 　フライホイール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント２）） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント２）） 　排気温度センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ））） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ））） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ））） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ））） 　ＤＰＦ再生状態

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ））） 　ＤＰＦ未完再生状態

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ））） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ））） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ））） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ））） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ））） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ））） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ））） 　ターボチャージャー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ））） 　フライホイール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ））） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ））） 　排気温度センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント１）） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント１）） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント１）） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント１）） 　ＤＰＦ再生状態

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント１）） 　ＤＰＦ未完再生状態

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント１）） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント１）） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント１）） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント１）） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント１）） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント１）） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント１）） 　ターボチャージャー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント１）） 　フライホイール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント１）） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント１）） 　排気温度センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント２）） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント２）） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント２）） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント２）） 　ＤＰＦ再生状態

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント２）） 　ＤＰＦ未完再生状態

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント２）） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント２）） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント２）） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント２）） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント２）） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント２）） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント２）） 　ターボチャージャー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント２）） 　フライホイール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント２）） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント２）） 　排気温度センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ））） 　ＡＰＰ学習
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　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ））） 　ＤＰＦサービス再生

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ））） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ））） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ））） 　ＤＰＦ再生状態

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ））） 　ＤＰＦ未完再生状態

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ））） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ））） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ））） 　ＭＡＦセンサー学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ））） 　クラッチペダルポジション学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ））） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ））） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ））） 　ターボチャージャー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ））） 　フライホイール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ））） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ））） 　排気温度センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＣＤ））） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＣＤ））） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＣＤ））） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＣＤ））） 　ＤＰＦ再生状態

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＣＤ））） 　ＤＰＦ未完再生状態

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＣＤ））） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＣＤ））） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＣＤ））） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＣＤ））） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＣＤ））） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＣＤ））） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＣＤ））） 　ターボチャージャー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＣＤ））） 　フライホイール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＣＤ））） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＣＤ））） 　排気温度センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＤＫ））） 　ＨＯ２Ｓヒーター学習

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＤＫ））） 　クラッチペダルポジション学習

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　ＤＰＦ圧力センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　ＨＯ２Ｓ学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　ＮＯｘセンサー１リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　ＮＯｘセンサー２リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　ＮＯｘ触媒リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　ＮＯｘ触媒還元剤量リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー３）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　インジェクター補正値リセット（全気筒）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　還元剤システムデータリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　還元剤タンクレベルリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　触媒リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　排気温度センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＵ））） 　ＨＯ２Ｓヒーター学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＵ））） 　クラッチペダルポジション学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＵ））） 　リモートビークルスタート無効履歴リセット

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＶ））） 　ＡＰＰ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＶ））） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＶ））） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＶ））） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＶ））） 　ＨＯ２Ｓ学習
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　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＶ））） 　ＭＡＦセンサー学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＶ））） 　クラッチペダルポジション学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＶ））） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＶ））） 　グロープラグコントロールモジュールリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＶ））） 　ターボチャージャー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＶ））） 　フライホイール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＶ））） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＶ））） 　排気温度センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　ＤＰＦ圧力センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　クラッチペダルポジション学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　ターボチャージャー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　ブースト圧力センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　吸気エアフローバルブ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　高圧燃料ポンプ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　燃料圧力レギュレーター急速学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＴＧ））） 　ＨＯ２Ｓヒーター学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＴＧ））） 　クラッチペダルポジション学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＴＧ））） 　リモートビークルスタート無効履歴リセット

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　ＤＰＦ圧力センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　ＤＰＦ圧力センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　ＥＧＲバルブ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　ＨＯ２Ｓ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　ＭＡＦセンサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　クラッチペダルポジション学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　ターボチャージャー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　ブースト圧力センサー学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　吸気エアフローバルブ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　高圧燃料ポンプ学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　燃料レール圧力センサー／燃料レール学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　燃料圧力レギュレーター学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　燃料圧力レギュレーター急速学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ５））） 　ＨＯ２Ｓヒーター学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ５））） 　クラッチペダルポジション学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ５））） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ９））） 　ＨＯ２Ｓヒーター学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ９））） 　クラッチペダルポジション学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ９））） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ９））） 　燃料構成リセット

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　クラッチペダルポジション学習

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　クラッチペダルポジション学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　ＨＯ２Ｓヒーター学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　アイドル学習
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　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　クラッチペダルポジション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　クランクシャフトポジションバリエーション学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　リモートビークルスタート無効履歴リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦＷ））） 　ＨＯ２Ｓヒーター学習

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦＷ））） 　クラッチペダルポジション学習

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦ圧力センサーリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＨＯ２Ｓ学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＮＯｘセンサー１リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＮＯｘセンサー２リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＮＯｘ触媒リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＮＯｘ触媒還元剤量リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　アイドルエアコントロールリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー３）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター補正値リセット（全気筒）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　クランクシャフトポジションリラクターリング学習

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　還元剤システムデータリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　還元剤タンクレベルリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　触媒リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　排気温度センサーリセット

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション補正値学習

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

　ボディー（ＡＨＬ（オートマチックヘッドランプレベリング）） 　オートヘッドランプレベリング

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）オプション

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）セキュリティーコード読込み

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）ユーザー設定

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）装着

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　ＶＥブレーキペダルポジションセンサー学習

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　セキュリティーインフォメーションおよび登録

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　リモートキー登録

　ボディー（ＣＩＭ（ステアリングコラムモジュール）） 　ステアリングアングルセンサ補正

　ボディー（ＣＩＭ（ステアリングコラムモジュール）） 　トランスポンダ／リモートキー消去

　ボディー（ＣＩＭ（ステアリングコラムモジュール）） 　トランスポンダ／リモートキー登録

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメントパネルクラスター）） 　サービスインターバルリセット

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメントパネルクラスター）） 　バリアント設定登録

　ボディー（ＰＩＭ（パワートレインインターフェイスモジュール）） 　ＰＩＭ－ＥＣＭ（エンジンコントロールモジュール）接続（Ｖ６　ＧＥＮ　ＩＶ）

　ボディー（ＰＩＭ（パワートレインインターフェイスモジュール）） 　ＰＩＭ－ＥＣＭ（エンジンコントロールモジュール）接続（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ）

　ボディー（ＰＩＭ（パワートレインインターフェイスモジュール）） 　ＰＩＭリセット

　ボディー（ＰＩＭ（パワートレインインターフェイスモジュール）） 　ＰＩＭ設定

　ボディー（ＰＩＭ（パワートレインインターフェイスモジュール）） 　ＰＩＭ装着（ＧＥＮ　ＩＩＩ）

　ボディー（ＰＩＭ（パワートレインインターフェイスモジュール）） 　ＶＩＮ登録

　ボディー（ＲＦＡ（リモートファンクションアクチュエーター）） 　ＶＥ　ＲＦＭ　リモート登録　消去

　ボディー（ＲＦＡ（リモートファンクションアクチュエーター）） 　ＶＥ　ＲＦＭリモート追加

　ボディー（ＳＤＭ（エアバッグ）） 　展開記録リセット

　ボディー（ＳＤＭ（センシングアンドダイアグノシスモジュール）） 　ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）ＶＥ　ＳＤＭプライマリーキー

　ボディー（ＶＴＭ） 　全トランスポンダーキー再登録

　ボディー（ＶＴＭ） 　追加キー登録

　ボディー（イモビライザー） 　イモビライザリセット

　ボディー（イモビライザー） 　イモビライザ取付（Ｚ１８ＸＥ，Ｚ２２ＳＥ）

　ボディー（イモビライザー） 　イモビライザ出力登録

　ボディー（イモビライザー） 　エンジンコントローラリセット（Ｚ１８ＸＥ，Ｚ２２ＳＥ）

　ボディー（イモビライザー） 　エンジンコントローラ取付（Ｚ１８ＸＥ，Ｚ２２ＳＥ）

　ボディー（イモビライザー） 　トランスポンダキー消去

　ボディー（イモビライザー） 　トランスポンダキー登録

　ボディー（インストルメント） 　ＥＣＭ／イモビライザーへのインストルメントリンク

　ボディー（インストルメント） 　Ｖ６設定

　ボディー（インストルメント） 　Ｖ８設定

　ボディー（インストルメント） 　サービスインターバルリセット

　ボディー（インストルメント） 　トリップコンピュータリセット
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　ボディー（インストルメント） 　燃料計キャリブレーション

　ボディー（インストルメントクラスター） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（オートコントロールデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（オートコントロールデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　ＨＶＡＣアクチュエーター学習

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（オートデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（オートデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　ＨＶＡＣアクチュエーター学習

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（マニュアルコントロールヒーターオンリー（Ｃ４２））） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（マニュアルコントロールヒーターオンリー（Ｃ４２））） 　ＨＶＡＣアクチュエーター学習

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４２））） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４２））） 　ＨＶＡＣアクチュエーター学習

　ボディー（エアコンコントロールモジュール） 　ＣＡＮバス設定学習

　ボディー（エアコンコントロールモジュール） 　ＨＶＡＣアクチュエーター学習

　ボディー（エアバッグ） 　バリアント設定登録

　ボディー（エアバッグ） 　バリアント設定読込

　ボディー（エアバッグ） 　展開記録リセット

　ボディー（セキュリティＰＩＮコード読み取り（ベータ）） 　セキュリティーＰＩＮコード読込

　ボディー（フロントビューカメラモジュール　（フロントガラス）） 　設定／リセット機能

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　コードインデックス

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　ヘッドランプレベリングセンサー学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ＥＣＭ／イモビライザーへのＢＣＭリンク

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　バッテリーセンサーモジュール学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ブレーキペダルポジションセンサー学習

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ボディコントロールモジュールリセット

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リモートキー消去

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リモートキー登録

　ボディー（中央ドアロック） 　リモートキー消去

　ボディー（中央ドアロック） 　リモートキー登録

　ボディー（通信ユニット） 　設定読込み

　車両情報 　ＥＣＵ識別


