
MTG1000 システム表 ‒ ソフト一覧（2015 年 11 月） 

メーカー 対応年式 自己診断 データ表示 
フリーズ 

フレーム 
作業サポート カスタマイズ 備考 

OBD II 
1996y- 

2013y 
パワートレイン(エンジン&AT) エンジン(OBD) エンジン(OBD) -   -   -   -   - -   -   -   -   - 

トヨタ 
1996y7- 

2014y 

TCCS、TCCS2、HV、HVバッテリ、ECT、マイルドHV、レーダークルーズ、ABS/VSC/TRC、ARS、4WD、エアサ

ス、電動パワステ、VGRS、エアバッグ、ボデー/ゲートウェイ、ボデーサブ- DJ/B、A/C、メータ、チルト＆テレ

スコ、D席ドア、D席ドア2、P席ドア1、P席ドア2、RR席ドア、RL席ドア、パワーバックドア、セキュリティ、P席

J/B、Rr席J/B、スライドルーフ、イモビライザー、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、Frコント

ローラ、レインセンサ、クリアランスソナー、メタルトップ、タイヤ空気圧、ゲートウェイ1、ゲートウェイ2、AFS、

プリクラッシュ1、プリクラッシュ2、パワーウィンドウSW、クルーズコントロール、Pレンジ制御、電源、照合/ス

マート、照合、電池、IPA、ナイトビュー、レーンキーピングアシスト、D席SW、メインボデー、D席モータ、P席モ

ータ、RR席モータ、RL席モータ、用品ゲートウェイ、アクティブスタビ(フロント)、アクティブスタビ(リヤ)、CANバ

スゲートウェイ、CANバスゲートウェイV、HVゲートウェイ、ミラー、電動PKB、エンジンゲートウェイ、ECBゲ

ートウェイ、WILバスゲートウェイ、リモートセキュリティ、リヤコンソールSW、FR席シート空調/ヒータ、FL席シ

ート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、RL席シート空調/ヒータ、電源制御、D席ACTヘッドレスト、P席ACT

ヘッドレスト、ナビゲーションシステム、モータージェネレーター、パワマネゲートウェイ1、パワマネゲートウェ

イ2、リモートエンジンスタータ、始動制御、充電制御、ストップ＆スタート、ストップ＆ゴー、P制御、RR席ACT

ヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、RR席プリクラッシュシートバック、RL席プリクラッシュシートバック、

KDSS、アクティブリアウィング、ASG、ブラインドスポットモニター マスタ、ブラインドスポットモニター スレー

ブ、プラグイン制御、EV、マルチバスゲートウェイ、マルチバス監視No.1、マルチバス監視No.2、車両制御、

DRS、EVバッテリ、ダイアグレコーダー、AMT、オートレベリング、グリルシャッター、パノラミックビューモニタ

ー、レーンデパーチャーアラート、Bluetooth通信モジュール、車両接近通報装置 

エンジン(OBD) エンジン(OBD) 

(エンジン)学習値初期化＆アイドル学習、冷却ファン駆動、ウォーターポンプ駆動(ECD)

インジェクタ補正(IDコード呼出・保存、自動ID登録、手動ID登録)、サプライポンプ学習

値初期化、履歴データ初期化、PM堆積量履歴データ初期化、PM強制再生制御、

(AT/CVT)学習値初期化、Gセンサ0点学習、油圧学習、(ABS)バッアツプメモリー消去、

通常のエア抜き(ECB)アクチュエータ交換後のエア抜き(ECB)、ブレーキエア抜き(ハイド

ロブースタ)、ヨーレイト・Gセンサ0点消去(ECB用)、リニア弁学習値初期化、アキューム

レータ0ダウン駆動(フロント/リヤ)、ドレイン系エア抜きパターン駆動、整備モード、(エ

アコン)サーボモータ初期化(電動パワステ)ステアリング0点補正、回転角センサ出力補

正、(ボディ)ゲートウェイECU接続情報初期化、(HV)電池制御データ初期化、整備モード

2WD(排ガス測定用/TRC近視用)、整備モード4WD(排ガス測定用/TRC近視用)、冷却フ

ァン駆動、ウォーターポンプ駆動(バッテリ)ECU初期化、(4WD)バッアツプメモリー消去、

(レーダークルーズ)初期化、(メインボデ)リモコンキー登録/抹消、(タイヤ空気圧)実測値

＆センサ登録 

シートベルト警告音設定変更、リアワイパ・リバース

連動リヤワイパ設定、速度警告ブザー設定、速度警

告ブザー設定変更(ON/OFF)、デイタイムライト設定

変更(ON/OFF)、ワイヤレス2回操作アンロック 

モード移行（TCCS、ECD、HV、

ECT、エアバッグ、ABS・VSC、

ARS、エアサス、電動パワス

テ、4WD、VGRS) 

日産 
1998y8- 

2013y 

エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、電動パワステ、4WD、e-4WD、メータ、メータ&エアコンランプ、

IPDM E/R、ポップアップフード、タイヤ空気圧警報、E-SUS、マルチAV、オートレベリング、HVAC、オートスラ

イドドア、モータアシスト、EV/HEV、ブレーキ、EHS/PKB、VSP、モータコントロール、シフト、HVバッテリ、充電

器、テレマチックス、DIU、プリクラッシュシートベルト、ドライブポジショナ、4WAS(メイン)/RAS/HICAS、レーン

カメラ、AFS、車間自動制御システム/ADAS、アクセルペダルアクチュエータ、レーザー、CANゲートウェイ、

4WAS(フロント)、コンバーチブルルーフ、２連メータ、HCM、サイドレーダ左、サイドレーダ右、EHS、オートバッ

クドア、ソナー、PTCヒータ、BSW、デフロック、スマートエントランス、エアレベライザ、サイドブラインドモニタ、

SVT、乗員検知システム、BCM:(ドアロック、リヤデフォッガ、ブザー、ルームランプ、ヘッドラント、ワイパ、フラ

ッシャ、インテリジェントキー、コンビスイッチ、イモビライザ、バッテリーセイバ、トランク、RAP、シグナルバッ

ファ) 

エンジン(OBD) エンジン(OBD) (エンジン)吸入空気量学習(TAS学習)、アイドル回転補正、空燃比学習、空燃比センサ学

習値クリア、インジェクタ補正値登録、EGR V/POS学習値クリア、スロットル全閉位置学

習、スロットル全閉位置学習クリア、排ガス圧センサ学習クリア、DPF交換時クリア、

DPF強制再生、スタータ作動回数クリア、バッテリ放電電流積算クリア、(トランスミッショ

ン)エンジンブレーキ調整、オイル劣化度データリセット、モータアシスト全学習記憶、G

センサキャリブレーション、クラッチA容量調整、クラッチB容量調整、クラッチAタッチ

ポイント、クラッチBタッチポイント、(ABS)舵角センサ調整、前後Gセンサキャリブレー

ション、圧力センサキャリブレーション、バルブキャリブレーション、(BCM)*1 タイヤ空

気圧センサ(ID呼出/登録)、タイヤ空気圧警告灯ON/OFF設定、(オートレベライザ)ハイ

トセンサ初期化、(ブレーキ)ストロークセンサ0点学習、(EHS/PKG)アクチュエータ0点

学習、(HVAC)アクチュエータ原点リセット、(マルチAV)舵角センサ調整、(その他)リモコ

ンキーID登録、全消去、車体番号読取 

 G/D対応 *1タイヤ空気圧セン

サ登録には､専用アクティベータ

が必要です｡ 

ホンダ 
1998y10- 

2013y 

PGM-FI (エンジン)、AT/CVT (ミッション)、ABS/VSA、シティブレーキアクティブシステム、EVPS、エアバッグ、

EPS、ハイドロブースタ、IMA、車両接近通報、電動サーボブレーキシステム、エレクトリックダブルレイヤキャ

パシタ、コンビネーションメータ、ワンプッシュスタート(PCU)、バックアップECU、スマートキー、ボディ(BSIレー

ダユニット、HSVT、YOP ECUユニット、YOPセキュリティユニット、YOPリモコンエンジンスタータ、アクティブコ

ーナリング、アダプティブフロントライティング、イモビライザ、オートライト、オートACサブディスプレイユニッ

ト、オートエアコン、オートレベリング、キーレストランスミッタ、コンビネーションスイッチ、シートヒーターコント

ロール、センターパネル、テレマティクス「オンスター」、ドライバMPCSユニット、パーキングセンサ、ハイビー

ムサポートシステム、パワー テールゲート、パワートランクリッド、パワーウィンドウ、パワーコントロールユ

ニット、ハンドフリーテレフォン、フロントワイパ、ボディ、ホンダインフォプラットフォーム、マルチビューカメラシ

ステム、マルチインフォメーションディスプレイ、メモリシートモジュール、ライト パワースライドドア、リヤジャ

ンクション、リレーモジュール、レインセンサ、レインライトセンサ、レフトパワースライドドア、右側BSIレーダユ

ニット、左側BSIレーダユニット、双方向リモコンユニット) 

エンジン(OBD) エンジン(OBD) 

SCSショートモード、車体番号読取、(エンジン)ECUリセット、始動回数確認、始動回数ク

リア、始動回数強制書込み、クランクパターンクリア、クランクパターン学習、カーボン堆

積補正値クリア、インジェクタ気筒別停止（パワーバランス）、(IMA)IPU冷却ファン強制駆

動、モータロータポジションセンサ学習、(AT)ECUリセット、シフトソレノイドバルブテス

ト、電動オイルポンプ強制駆動、傾斜センサ学習、(ABS)VSAセンサ中点学習、(電動パ

ワステ)シグナルテスト、トルクセンサ学習、(ハイドロブースタ)センサ0点学習、(EDLC)

モジュール放電、モジュール充電、モジュール脱着・廃却時強制放電、モジュール使用

履歴クリア、(コンビネーションメータ)ファンクションテスト、(BCM)パワーウインド学習、

エンジンオイルサービスリセット、ATFサービスリセット 

リヤワイパ・リバース連動設定 



MTG1000 システム表 ‒ ソフト一覧（2015 年 11 月） 

メーカー 対応年式 自己診断 データ表示 
フリーズ 

フレーム 
作業サポート カスタマイズ 備考 

三菱 

2000y11-2013y 4WD、4WS/パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AT/CVT/TC-SST、

AUDIO、Auto Stop & Go (AS&G)、AWC、AYC/ACD、BMU、CAN/LIN/SWSコンバータ、COMP&HTR/ヒートポン

プ、CORNER SENSOR/BACK SENSOR、DCDCコンバータ、ETACS、EV/MiEV リモートシステム、EV-ECU、

F-MCU、GCU、HBB、HFM、KOS/IMMO/Keyless、LIN、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、OBC、OCM、OSS、PHEV、

RHT/トップスタック、R-MCU、SATELLITE RADIO、SRSエアバッグ、SS4Ⅱ、SWS、TCL、イモビライザ、エアコ

ン、カメラ、キーレスオペレーション、クルーズコントロール、コンプレッサ、サスペンション、シフトレバー、ディ

スプレイ、パワーゲート、ハンドル角センサ、プレビューディスタンス、マルチアラウンドモニター、メータ、レー

ン逸脱警報、後側方モニター、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側 

エンジン(OBD) エンジン(OBD) (エンジン)空燃比学習リセット、(CVT)学習値設定、スローブセンサ校正、オイル劣化度

データ読取、初期化、(ABS)エア抜き、全センサ較正、Gセンサ較正、横Gセンサ較正、

マスターシリンダ圧力較正、ステアリングアングル較正、減圧・増圧動作点検、HU2次配

管エア抜き、(ACD)エア抜きモード、油温確認モード、(オートレベリング)車高値初期化、

(SAS)ステアリングアングルセンサ較正、(メータ)サービスリセット、(AFS)ヘッドライトレ

ベリング初期化、(EV)学習値初期化、(MCU)コンデンサ放電、(ハンドル角センサ)中立学

習、車体番号読取 

シートベルト警告音設定、Ｆフォグランプ設定、パーキ

ングブレーキ警告灯設定、セキュリティアラーム設

定、アンサーバック設定 

スズキ 1998y10-2014y 

エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、パワーステアリング、エアバッグ、AC、BCM、4WD、EMCD、EVモー

タ、EV_AC、メータ、オートレベリング、アクティブクルーズコントローラ、アイドリングストップ、キーレススター

ト、レーダーブレーキサポート 

エンジン(OBD) エンジン(OBD) 

(CVT)学習値設定、スローブセンサ校正、(ABS)減圧・増圧動作点検、HU2次配管エア抜

き、(オートレベリング)車高値初期化 

パーキングブレーキ戻し忘れ警告、セキュリティアラ

ーム設定、アンサバック設定   

ダイハツ 2000y5-2013y 

4WD、A/B、ABS/VSC、ACC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMB、IMG、ITC、KFS、PCB、

PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源 

エンジン(OBD) エンジン(OBD) 

(ABS)ABSエア抜き、(CVT)ECU初期学習、(eco IDLE)スタータ始動回数の確認、スタータ

始動回数の消去、スタータ始動回数の書込、(Roof)ECU初期化 

ブザー、フラッシャーブザー、エントリー制御モード、

IG-OFFイルミモード、ハザードアンサーバック設定､

セキュリティ、リヤワイパモード、リヤワイパ間欠作動

時間 

モード移行(ABS、エアバッグ、

電動パワステ) 

マツダ 2002y4-2013y 

エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、メータ、ボディ、電動パワステ、エアコン、リモートキー、スマー

トスタートユニット、左スライドドア、右スライドドア 

エンジン(OBD) エンジン(OBD) 

(エンジン)インジェクタコード登録（ID読取/登録）、インジェクション量の修正、DPF再

生、オイル劣化の集積値リセット、フューエルポンプデータリセット、インジェクタデータ

リセット、MAFセンサデータリセット、O2センサデータリセット、DPFデータリセット、EGR

バルブ初期化、ETB初期化、ターボチャージャ初期化、車体番号読取、車体番号読取(Ｏ

ＢＤ2モード9)、(TCM)傾斜センサ学習、傾斜センサ学習値クリア、油圧センサ学習、油

圧センサ学習クリア、（ABS/DSC）ブレーキ油圧センサ初期化、横方向加速度センサ初

期化、ヨーレイトセンサ初期化、縦方向加速度センサ初期化、TPMSリセット、(EPS)舵角

キャリブレーション 

ドア閉時のインテリア照明点灯時間、ドア開時のイン

テリア照明点灯時間、アドバンスキーレス機能、オー

トロック機能、オートリロック機能、アドバンスキーの

チャイム音量、ライト消忘れ警報音量、スマートブレ

ーキサポート警報音量、ウインカー音量、アンサーバ

ックブザー音量設定、キーバッテリー低下警報設定、

ワーニングブザー音量設定、レイン/ライトセンサ感

度調整 

スバル 2000y8-2014y 

エンジン、トランスミッション(AT/CVT)、ABS/VDC、ブレーキコントロール、ブレーキ負圧ポンプシステム、エア

バッグ、統合ユニット、電動パワステ、パーキングブレーキ、エアコンデイショナ、アイドリングストップ、キーレ

スアクセス、オートライト＆ワイパシステム、ヘッドライト、コンビネーションメータ、Eye Sight、マルチファンクシ

ョンディスプレイ エンジン(OBD) エンジン(OBD) 

(AT)AT学習モード、エア抜き、(CVT)AT学習モード、リヤデフ点検モード、AWD 

ON/OFF切替モード、AT学習値クリア、(ABS/VDC)舵角センサ中立＆横Gセンサ0点

設定モード、前後Gセンサ＆横Gセンサ0点設定モード、ブレーキメンテナンスモード、

VDCセンサ中点設定モード、(パーキングブレーキ)フォースセンサキャリブレーション

モード、パーキングブレーキ取外しモード、パラメータ初期化モード、(ISS)スタータ交換

時-始動回数リセット、ECU交換時-始動回数読取/書込、(オートライト&ワイパ)センサ初

期設定 

いす  ゞ 1999y8-2011y 
エンジン、HV、トランスミッション、ABS/EBS、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、パルス整合器、イモ

ビライザ、ボディ、HSA、エアサス、ミリ波車間クルーズ、運転集中度モニタ、SCR 

日野 

1999y4-2011y エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、サスペンション、車間クルーズ/車線逸脱警報/被害軽減ブレ

ーキ、尿素SCR、イモビライザ、メータ、車両制御システム、ハイブリット、インバータ(モータジェネレータ）、バ

ッテリー、クラウチングシステム 

三菱 

ふそう 

2002y6-2011y "エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、イモビライザ、モータコントロール、バッテリーコン

トロール、サスペンション、オートクルーズ、ヘッドランプレベライザ、パルスコンバータ、車間距離警報、統合

制御、EZGO、AMB、SCR/ACM、ESS、MBECS、MILS、ISS、MDAS、SWS、リターダー、メータ、SAM、CPC 

UD 

トラックス 

小型(ZD30DDi､

QR20DE) 

エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ 

小型(4HL1､4HK1､

4JJ1) 

エンジン、トランスミッション、ABS/ASR、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、イモビライザ、ボディ、

HSA  

中型(J05D､J07E､

J08C､J08E) 

エンジン、トランスミッション、ABS/VSC、エアバッグ、イモビライザ 

大型(FE6F､FE6T､

FU6､PF6HT､GE13T､

MD92T､6M70､RH8F)

エンジン、ABS、ESCOT、UDS、ISS 



MTG1000 システム表 ‒ トラックソフト一覧（2015 年 11 月） 

メーカー 対応年式 自己診断 データ表示 
フリーズ 

フレーム 
作業サポート 

いす  ゞ 1999y8-2011y 

エンジン、HV、トランスミッション、ABS/EBS、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、パルス整合器、イモビライ

ザ、ボディ、HSA、エアサス、ミリ波車間クルーズ、運転集中度モニタ、SCR 
エンジン 

  (エンジン)DPD強制再生、DPD強制ゆっくり再生、DPD再生データクリア、インジェクタ補正(ID呼出し、手動ID登録)、フューエルポンプ調整リセット、エンジン始動回数書込み、

スタータ交換後始動回数書込み、車体番号読取、パワーバランス、インジェクタテスト 

日野 1999y4-2011y 
エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、サスペンション、車間クルーズ/車線逸脱警報/被害軽減ブレーキ、イモ

ビライザ、車両制御システム、ハイブリット、インバータ(モータジェネレータ）、バッテリー 
エンジン エンジン 

(エンジン)PM／DPR強制再生、インジェクタ補正(ＩＤコード呼出)、インジェクタ補正(手動ＩＤ登録)、ポンプ交換時機差学習、DPR状態表示、DPR差圧チェック、DPR状態リセット、

履歴データ初期化、PM堆積量履歴データ初期化、パワーバランス 

三菱 

ふそう 
2002y6-2011y 

エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、イモビライザ、モータコントロール、バッテリーコントロール、

サスペンション、オートクルーズ、ヘッドランプレベライザ、パルスコンバータ、車間距離警報、統合制御、EZGO、AMB、

SCR/ACM、ESS、MBECS、MILS、ISS、MDAS、SWS、リターダー、メータ、SAM、CPC 

エンジン  (エンジン)ECUリセット(DPF関連情報、A/T通信履歴、SCR関連情報、エンジン再始動禁止、ギア段判定、エンジン運転時間)、DPF強制再生、インジェクタID呼出、インジェクタ

手動ID登録、サプライポンプ機差圧学習初期化、パワーバランス 

UD 

トラックス 

小型(ZD30DDi､

QR20DE) 

エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ エンジン  (エンジン)インジェクタ補正値登録、EGR V/POS学習値クリア、スロットル全閉位置学習クリア、排ガス圧センサ学習クリア、DPF交換時クリア、DPF再生、空燃比センサ学習

値クリア、吸入空気量学習(TAS学習)、空燃比学習、アイドル回転補正 

小型(4HL1､4HK1､

4JJ1) 

エンジン、トランスミッション、ABS/ASR、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、イモビライザ、ボディ、HSA  
エンジン 

  (エンジン)DPD強制再生、DPD強制ゆっくり再生、DPD再生データクリア、インジェクタ補正(ID呼出し、手動ID登録)、フューエルポンプ調整リセット、エンジン始動回数書込み、

スタータ交換後始動回数書込み、車体番号読取、パワーバランス、インジェクタテスト 

中型(J05D､J07E､

J08C､J08E) 

エンジン、トランスミッション、ABS/VSC、エアバッグ、イモビライザ 
エンジン   

(エンジン)PM強制再生制御、インジェクタ補正(IDコード呼出)、インジェクタ補正(手動ID登録)、DPF状態表示、DPR差圧チェック、DPR状態リセット、パワーバランス 

大型(FE6F､FE6T､

FU6､PF6HT､

GE13T､MD92T､

6M70､RH8F) 

エンジン、ABS、ESCOT、UDS、ISS 

エンジン エンジン 

(エンジン[MD92T])インジェクタ補正(気筒別ID) 
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メーカー 
対応年式・ 

モデル 
自己診断 データ表示

フリーズ 

フレーム 
作業サポート カスタマイズ 備考 

フォルク･ 

ワーゲン 
1996y-2014ｙ 

01.エンジン、02.トランスミッション、03.ABS、07.コントロールヘッド、08.エアコン、09.車両エレクトリ

カルシステム、10.パーキングアシスト、15.エアバッグ、16.ステアリング、17.インストルメント、29.

左ヘッドライト、34.レベルコントロール、39.右ヘッドライト、44.ステアリングアシスト、53.パーキン

グブレーキ、55.ヘッドライト、8C.HVバッテリ 

エンジン

(OBD) 
エンジン(OBD)

サービスインターバルリセット、ヘッドライト基本設定、ユニットID読取、車体番号読取 シートベルト警告音/警告灯ON-OFF設

定、デイライト設定 

BMW・ミニ 

R50/R53 

R55/R56 

Ｆ55/Ｆ56 

エンジン、トランスミッション、ABS/DSC、エアバッグ、インストルメント、エアコン、電動パワス

テ、左フロントライト、右フロントライト、ボディドメイン、タッチボックス、コントローラー、

CIC/HU-H、ゲートウェイ 

エンジン

(OBD) 
エンジン(OBD)

CBSリセット1(エンジンオイル、Fブレーキ、Rブレーキ)、CBS2(ブレーキ液、法定点検、排ガス点

検日、車両チェック)、サービスインターバルリセット、車体番号読取、データレベル読取、スタータ

交換、バッテリー交換、(トランスミッション)学習値リセット、(ABS)エア抜き 

アウディ 1997y-2013y 

01.エンジン、02.トランスミッション、03.ABS/DSC、07.コントロールヘッド、08.エアコン、05.アクセス

/スタート、09.車両エレクトリカルシステム、10.パーキングアシスト、15.エアバッグ、16.ステアリン

グ、17.インストルメント、44.ステアリングアシスト、53.パーキングブレーキ、55.ヘッドライト 

エンジン

(OBD) 
エンジン(OBD)

サービスインターバルリセット、ユニット ID読取、車体番号読取、EPB解除、ヘッドライト基本設定 TVアクティベート、シートベルト警告音/

警告灯ON-OFF設定、デイライト設定、ニ

ードルスイープ設定 

TVアクティベートは､2Gのみ

(2010/3迄) 

BMW 

1シリーズ(E87/F20) 

2シリーズ(F45) 

3シリーズ(E46/E90/E92/F30/Ｆ31/F34) 

4シリーズ(F32/F36/F82) 

5シリーズ(E60/E61/F10) 

6シリーズ(E63/F06/F13) 

7シリーズ(E65/E66/F01/F02) 

Xシリーズ(E71/F15/F16/F25/F26) 

Zシリーズ(E85) 

Iシリーズ(I01) 

エンジン、フューエルポンプ、トランスミッション、ギヤセレクタースイッチ、ABS/DSC、パーキン

グブレーキ、電動パワステ、総合シャーシ、HSR、エアバッグ、左可逆リトラクター、右可逆リトラ

クター、インストルメントクラスタ、エアコン、パークトロニック、アラウンドビューカメラ、カメラア

シスト、カーアクセス、FRM（フットルームモジュール）、センタールーフ、ステアリングスイッチ、

アクティブステアリング、運転席シート、助手席シート、コントローラー、CIC/HU-H、ビデオモジュ

ール、TCB（テレマチックコミュニケーションボックス）、ゲートウェイ、ジャンクションボックス、コ

ムボックス、CID、EVシステム、発電用エンジン、発電用モータ、充電器、EME（電動モータ）、

SME（高電圧バッテリ）、SCR 

エンジン

(OBD) 
エンジン(OBD)

CBSリセット1(エンジンオイル、スパークプラグ、Fブレーキ、Rブレーキ、クーラント)、CBSリセッ

ト2(マイクロフィルタ、ブレーキ液、法定点検、排ガス点検、車両チェック)、サービスインターバルリ

セット、工場データレベル読取、車体番号読取、スターター交換（表示/記録）、バッテリー交換（表示

/記録）、EPB整備モード、(エンジン)空燃比学習リセット、(トランスミッション)学習値リセット、(ABS)

エア抜き  

メルセデス・ベ

ンツ

Aクラス(W168/169/176) 

Bクラス(W245/246) 

Cクラス(W203/204/205) 

CLクラス(W215) 

CLKクラス(W209) 

CLSクラス(W219/218) 

Eクラス(W211/212) 

Sクラス(W220/221/222) 

SLクラス(W230/231) 

エンジン、ドライブトレイン（PTCU）、トランスミッション、ABS/ESP、電動パーキングブレーキ

（EFB）、エアバッグ､インストルメントクラスタ、クライメート、アクティブサービスシステム、SBC、

左フロントRevGus、右フロントRevGus、パワーステアリング、パークトロニック、バリオルーフ、

アクティブボディコントロール（ABC）、COMMANDシステム 
エンジン

(OBD) 
エンジン(OBD)

サービスインターバルリセット、ユニットＩＤ読取、車体番号読取、車両情報読取、SBC解除、Ｇ＆ヨ

ーレートセンサ較正、電動パーキングブレーキ（EFB）解除 

フィアット 500/500C 

エンジン、トランスミッション(セレスピード)、ABS、パワーステアリング、エアバッグ、エアコン、イ

ンストルメントクラスタ、ボディ
エンジン

(OBD) 
エンジン(OBD)

(エンジン)空燃費初期化、(ABS)エア抜き、ポンプモータ駆動、(ステアリング)アングルセンサ初期

化、(トランスミッション)圧力降下、エア抜き、クラッチ交換後のリセット、クラッチグリップ点の基本設

定、回路の基本調整、コンポーネント交換後のリセット、ポンプ交換後のリセット、ポンプリレー交換

後のリセット、アキュームレータ交換後のリセット、加速度センサ交換後のリセット、(インストルメン

ト)セルフテスト、サービスリセット、(エアコン)基本調整

シートベルト警告音/警告灯ON-OFF設定

変更 

赤字は､S-CANアダプターが必

要 

アルファ 

ロメオ 

147 

156 

Giulietta 

エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、インストルメント、ボディ、パワーステ

アリング、ランプコントロール、イモビライザ、運転席ドア、トランク、運転席シート、助手席シー

ト、パーキングヘルプ
エンジン

(OBD) 
エンジン(OBD)

(エンジン)補正値初期化、自己学習機能リセット、(トランスミッション)補正値初期化、クラッチの自動

調整、オイル流量較正、アキュームレータ減圧、自己学習、クラッチロッド調整、(ABS)エア抜き、操

舵角キャリブレーション、センサーユニット0調整、ブレーキ圧センサー0調整、(ステアリング)ポジ

ションセンサキャリブレーション、(ランプコントロール)基本調整、(エアコン)基本調整、(インストルメ

ント)サービスリセット、(ボディ)車体番号読取

シートベルト警告音/警告灯ON-OFF設定

変更 

赤字は､S-CANアダプターが必

要(Giuliettaのみ) 


