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MTG2000-S システム表 ‒ 国産乗用車ソフト
メーカー 対応年式 自己診断 実測値 フリーズフレーム アクティブテスト 作業サポート カスタマイズ 

OBD II 1996y-2015y パワートレイン(エンジン&AT) ､ECM(エンジン)、HPCM(ハイ
ブリット)、DMCM(ドライブモータ) 

パワートレイン(エンジン&AT) ､ECM(エンジン) ､HPCM(ハイブ
リット) ､DMCM(ドライブモータ)    *リスト表示/グラフ表示 エンジン(OBD) -   -   -   -   - -   -   -   -   - -   -   -   -   -

トヨタ 1996y7-2015y

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

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､ステアリングPAD､コンビ
SW､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､RrシートSW､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､R席ミラー､L席ミラー､ワ
イパー､可動ペダル､ゲートウェイ1､ゲートウェイ2､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､クルーズコントロール2､Pレンジ制御､電源､スマート/照合､
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､セ
ンターコンソールSW､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､FC､
FCHV､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､P席パワーウィンドウSW､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

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､4WD､エアサス､電動パワステ､
VGRS､エアバッグ､A/C､メータ､チルト&テレスコ､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､Rr席J/B､スライドルーフ､ステアリングPAD､コンビ
SW､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､タイヤ空気圧､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､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､センターコンソールSW､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､FC､FCHV､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

TCCS､TCCS2､HV､HVバッテリ､ECT､マイルドHV､
ABS/VSC/TRC､4WD､エアサス､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､クリアランス
ソナー､メタルトップ､R席ミラー､L席ミラー､ワイパー､
可動ペダル､ゲートウェイ2､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､電源､スマート/照合､照
合､電池､ナイトビュー､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､アクティブスタ
ビ(フロント)､アクティブスタビ(リヤ)､ミラー､電動PKB､
リモートセキュリティ､センターコンソールSW､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､
始動制御､充電制御､ストップ&スタート､ストップ&ゴー､
FC､FCHV､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､P席パワーウィンドウSW､ア
クティブリアウィング､ASG､プラグイン制御､EV､車両制
御､EVバッテリ､オートレベリング､グリルシャッター､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)学習値初期化&アイドル学習､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､微小
噴射量学習値初期化、微小噴射量通常学習、微小噴射
量詳細学習、(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)､
整備モード､(エアコン)サーボモータ初期化､冷媒ガス
量判定､(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)､(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､光軸ずれ量確認、光軸調整、(タイヤ空気
圧)実測値&センサ登録 (PCS/LDA/RSA/LVN)制御モ
ード移行、ヘッドランプ種類設定、履歴消去、PCS画
像情報消去、PCS画像記録設定、光軸学習、レコグニ
ッションカメラ/ターゲット位置記憶 (前方認識カメ
ラ)履歴消去、PCS画像情報消去、PCS画像記録設定、
光軸学習、レコグニッションカメラ/ターゲット位置記
憶 

HV､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､P席ドア､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､ステアリング
PAD､コンビSW､D席シート､P席シート､RR席シー
ト､RL席シート､クリアランスソナー､メタルトッ
プ､R席ミラー､L席ミラー､ワイパー､ゲートウェイ
2､パワーウィンドウSW､スマート/照合､照合､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､ミラー､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､リモートエンジンスター
タ､ブラインドスポットモニター スレーブ､オート
レベリング､車両接近通報装置

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､トランスミッション､ABS､エアバッグ､電動パワステ､
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､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)パワーバランス､水温､燃料噴射量､クーリング
ファンデューティ､EVAPパージS/V､燃料ポンプリレー､
オルタ発電可変制御､タンブレコントロールバルブ開閉､
(IPDM E/R)フロントワイパ､クーリングファン､エクスタ
ーナルランプ､リヤデフォッガー､コーナリングランプ､
(BCM)ドアロック/アンロック､リヤデフォッガー､シート
ベルト警報ブザー､ライト消し忘れ警報ブザー､リバース
警報ブザー､ルームランプ､テールランプ､ヘッドランプ､
フロントワイパ､照度判定出力､リヤワイパ､フラッシャ
ー､防盗インジケータ､室外ブザー､室内ブザー､警告灯､
LCD､エンジンスイッチ照明､エンジンスイッチインジケ
ータ､オイルプレッシャSW､TPMS ID登録警報ブザー､ス
テップランプ､フロントフォグランプ､バッテリーセイバ､
インテリジェントキー警告灯､Pレンジ､LOCKインジケー
タ､ACCインジケータ､パワースライドドア､TPMS警告
灯､TPMS ID登録警報､パンク警告灯点検､エアコンインジ
ケータ､(エアコン)HVACテスト､(4WD)ソレノイドテス
ト､(VSP)スピーカーテスト､スタートアップサウンドスピ
ーカーテスト､(EV/HEV)ウォータポンプ1/2駆動､クーリ
ングファン駆動､(オートスライドドア)クラッチ､(インテ
リジェントキー)ドアロック/アンロック､アンテナ､室内ブ
ザー､室外ブザー､警告灯

(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)車体番号読取

(BCM)ドアロック解除連動設定､ルームランプタイ
マ設定､ルームランプON時間設定､ルームランプ
OFF時間設定､ルームランプタイマ点灯条件設定､ヘ
ッドランプオートライト設定､ヘッドランプバッテ
リセイバ設定､車速検知ワイパ設定､アンサーバック
ハザード機能､ロック/アンロック機能､エンジンス
タート機能､トランクガラスハッチオープン機能､パ
ニックアラーム設定､トランクオープン機能､電池切
れ警報､キー閉じ込め防止機能､アンサーバックキー
ロック機能､アンサーバックキーアンロック機能､ア
ンサーバックブザー機能､電動格納ミラー設定､オー
トロック制御設定､ルームランプバッテリセイバ設
定､ルームランプタイマ設定､(HVAC)RECメモリ設
定､PREメモリ設定､FOOTメモリ設定､(電動パワス
テ)ドアロック防盗設定､

ホンダ 1998y10-2015y

エンジン､トランスミッション､ABS/VSA､エアバッグ､電動パワ
ステ､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､ワンプッ
シュスタート(PCU)､ワンプッシュスタート(バックアップ
ECU)､ワンプッシュスタート(HONDAスマートキーコントロー
ルユニット)､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)、シティブレーキアク
ティブシステム 

PGM-FI、AT/CVT、ABS/VSA、エアバッグ、電動パワステ、IMA、
車両接近通報、シティブレーキアクティブシステム、電動サーボブ
レーキシステム、EDLC（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、ハイドロブースタ、バックアップ
ECU、スマートキーアクセス、TPMS、スマートパワーコントロー
ルユニット、(ボディ・グループECU)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、オー
ト ライト、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、コンビネーション メー
タ、シートヒーターコントロール、センター パネル、テール ゲ
ート ユニット、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、ボディ マルチプレクサ、ボディ ユニット、ホンダ インフォ プ
ラットフォーム、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 シート ヒータ ユニット、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、自動格納ドア ミラー 

エンジン、トランスミッション、ABS/VSA、シティブレーキ
アクティブシステム、EVPS（電動サーボブレーキシステム）、
エアバッグ、EPS（電動パワステ）、コンビネーション メー
タ、IMA、車両接近通報、EDLC（エレクトリックダブルレイ
ヤキャパシタ） 

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､インジェクタ気筒別停止､カーボン堆積補正
値クリア、クランクパターンクリア、クランクパター
ン学習、(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､HVバッテリー交換交換時リ
セット、(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､傾斜センサ初期学
習､（AT・DTC)・TCM初期化のガタ詰め、エア抜き
確認、リファレンス位置確認、ギヤ位置学習、クラッ
チ静的特性学習、シンクロ位置学習、クラッチ動的特
性学習、リフィルオリフィス開閉、(ABS/VSA)全セン
サ中点学習､VSAセンサの中点書込み(電動パワステ)
シグナルテスト､トルクセンサ学習､（電動サーボブレ
ーキ）センサ0点学習、強制ノンサーボモード、(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､(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



2016 年 4 月 

MTG2000-S システム表 ‒ 国産乗用車ソフト
メーカー 対応年式 自己診断 実測値 フリーズフレーム アクティブテスト 作業サポート カスタマイズ 

三菱 2000y11-2015y

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

4WD､4WS/パワステ/チルト､ABS/ASC/ASTC/WSS､
ACC/FCM､AFS/ACL/Leveling､AT/CVT/TC-SST､AUDIO､
AWC､AYC/ACD､BMU､CAN/LIN/SWSコンバータ､CMU1､
CMU2､CMU3､CMU4､CMU5､CMU6､CMU7､CMU8､CMU9､
CMU10､CMU11､CMU12､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､MCU､MPI/GDI/ディーゼル､OBC､
OCM､OSS､PHEV､RHT/トップスタック､R-MCU､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､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､電
動パーキング

エンジン(OBD)

4WS/パワステ/チルト､ABS/ASC/ASTC/WSS､
AT/CVT/TC-SST､AYC/ACD､HBB､MPI/GDI/ディーゼ
ル､SS4Ⅱ､SWS､TCL､エアコン､カメラ､サスペンション､
プレビューディスタンス､レーン逸脱警報､後側方モニタ
ー

(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 1998y10-2015y

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､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､トランスミッション エンジン､トランスミッション､ABS/ESP､BCM､メータ､
オートレベリング､アイドリングストップ､キーレススタ
ート

(CVT)学習値設定､スローブセンサ校正､電動オイルポ
ンプエア抜き､(ABS)減圧･増圧動作点検､HU2次配管
エア抜き､(ISS)スタータ駆動回数書込､､(ISS)スター
タ駆動回数リセット､(ISS)スタータデータリセット､
スタータデータコピー(保存/書込み)､(オートレベリ
ング)車高値初期化

携帯リモコン電池消耗警告､携帯リモコン検出範囲
外警報､リモート格納ミラー設定､パーキングブレー
キ戻し忘れ警告､ターンシグナルランプ設定､セキュ
リティアラーム設定､コーナリングランプ設定､キー
レススタートシステム機能､アンサバック設定(車外
ブザー)､アンサバック設定､DRL設定､エネルギーフ
ローインジケータ､エコスコア､A-STOP時間･節約
燃料

ダイハツ 2000y5-2015y

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

4WD､ABS/VSC､ACC､AT､CVT､DSS､DVS､EFI､EPS､ERS/eco 
IDLE､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

ABS/VSC､AT､CVT､DSS､DVS､EFI､EPS､ERS/eco IDLE､
IMG､PCB､PSB-D､PSB-P､PSD_LH､PSD_RH､Roof､メータ

ABS/VSC､AT､CVT､DVS､EFI､ERS/eco IDLE､ITC､
KFS､PSB-D､PSB-P､PSD_LH､PSD_RH､Roof､オートレ
ベリング､メータ､電源

(ABS)2次系リペアエア､(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

Frワイパ車速感応間欠､IG OFF時ドアアンロックモ
ード､IG-OFFイルミモード､アンサーバックハザー
ド動作､エコバー表示､エコランプ､エコランプ/指
針､エントリー制御モード､キー抜き忘れブザー音
圧､キー抜き忘れブザー吹鳴周期､シフト連動ドアア
ンロックモード､シフト連動ドアロックモード､タコ
メータ応答性切替え､ナイトビュー歩行者検知ブザ
ー､ブザーモード､ブザー吹鳴音量選択LH､ブザー吹
鳴音量選択RH､フラッシャーブザー､ベルトインフ
ォメーション､リヤワイパモード､リヤワイパ間欠作
動時間､ワイヤレス作動選択LH､ワイヤレス作動選
択RH､運転席SW作動選択LH､運転席SW作動選
択RH､欧州ヘッドランプ点灯アドバイス､強制停止
状態､検査モード完了フラグ､指針演出､車速感応ド
アロックモード､電格ミラーオート電格制御､燃費
計､燃料警告ブザー､発進通知カスタマイズ情報､閉
作動中ブザー選択LH､閉作動中ブザー選択RH

マツダ 2002y4-2014y

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(KOEO/KOERセルフテスト機能あり)       
トランスミッション(KOEOセルフテスト機能あり)   
ABS(オンデマンドセルフテスト機能あり)          
エアバッグ(オンデマンドセルフテスト機能あり)
電動パワステ(オンデマンドセルフテスト機能あり) 

エンジン､ハイブリッド､トランスミッション､ABS､電子制御回生
協調ブレーキ､エアバッグ､電動パワステ 

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(OBD2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､(エアコン)エアミックス､エアインテ
ーク､インジケータ､ブロアモータ､エアフロモード､
A/Cコンプレッサ､(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 2000y8-2015y

エンジン､トランスミッション(AT/CVT)､ABS/VDC､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､ヘッドライト､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､トランスミッション(AT/CVT)､ABS/VDC､ブレーキ負
圧ポンプシステム､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､ヘッドライト､メータ､マルチファンク
ションディスプレイ

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

(統合ユニット)室内灯消灯時間､自動施錠時間､Rデ
フォガ作動モード､警報ON/OFF設定､衝撃センサ
ON/OFF設定､警報監視遅延設定､キー閉込防止､衝
撃センサ有無設定､ブザー呼鳴設定､非常警告灯点滅
設定､自動施錠設定､キーレス設定初期化､各種機能
設定初期化､セキュリティ設定初期化､セレクトアン
ロック切替､半ドア対策､アラーム連動ルームランプ
切替､オートA/C ECU有無､ワイパデアイサ有無､リ
アフォグ有無､イルミコントロール有無､セダン/ワ
ゴン設定､MT/AT設定､雨滴検知センサ有無設定､シ
ートメモリ有無設定､照度センサ有無設定､工場モー
ド再設定､オートワイパ/INT切替設定､ワンタッチ
ウインカ機能有無､リバース連動リアワイパ機能有
無､TPMS有無､運転席セレクトアンロック､Rゲート
セレクトアンロック､EPB有無､キーレスブザー音
量､緊急ブレーキハザードランプ､(ISS)ターンシグ
ナルON停止禁止設定､ワイパON停止禁止設定､(オ
ートライト&ワイパ)オートライト感度調整､(メー
タ)外気温補正値､平均燃費補正値､シートベルト第2
段階警報実施有無､EPS設定有無状態､デモモード許
可/非許可



2016 年 4 月 

MTG2000-S システム表 トラックソフト
メーカー 対応年式 自己診断 実測値 フリーズフレーム アクティブテスト 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､
ANBH､SCR

エンジン､トランスミッション､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､ANBH､SCR

エンジン

(エンジン)パワーバランス､インジェクタテスト､EGR制御､ターボチャージ
ャー制御､(ボディ)アンサーバックテスト､ブロアーリレーテスト､コンプレッ
サーリレーテスト､ドアロックテスト､ドアアンロックテスト､ルームライトテ
スト､ワイパーテスト､(SCR)尿素戻しバルブ

(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､アクセルペダ
ル位置学習値リセット､(SCR)尿素水タンクヒータ冷却水制御バルブ､(トランスミッション)エンジン型式のプログラミ
ング､トランスミッションのプログラミング､高所作業のプログラミング､スピードメーターギヤのプログラミング､PTO
エンジン回転数プログラミング､ファイナルギヤのプログラミング､タイヤサイズのプログラミング､タイヤ補正率のプ
ログラミング､ABS装着のプログラミング､(みまもり)搭載ECU情報更新､エンジン型式のプログラミング､トランスミ
ッションのプログラミング､ファイナルギヤのプログラミング､タイヤサイズのプログラミング､AD入力更新､(ISS)スタ
ータカウンタのリセット､スタータカウンタのプログラム(総スタータ作動回数､現スタータ作動回数)､メンテナンスデ
ータクリア､高所作業のプログラミング､車型のプログラミング､運行データクリア､(ABS)タイヤ径書込み､(ボディ)エン
ジンオイル寿命警報用距離クリア､T/Mオイル寿命警報用距離クリア､セルモータ始動回数クリア､ECU ID読取

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

エンジン､トランスミッション､ABS

エンジン

(エンジン)パワーバランス (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)、サプライポンプ
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、(ABS)ブレーキエア抜き(ハイドロブースタ)、バックアップメモリー消去

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､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

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､メータ､SAM

(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､(エアバッ
グ)ECUメモリーリセット

UDトラックス

1999y8-2011y

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､トランスミッション､ABS､エアバッグ (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､(トランスミッション)エンジンブレーキ調整

小型(4JJ1､4HV1､
4HF1､4HG1)

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､トランスミッション､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)パワーバランス､インジェクタテスト､EGR制御､ターボチャージ
ャー制御､(BCM)アンサーバックテスト､ブロアーリレーテスト､コンプレッ
サーリレーテスト､ドアロックテスト､ドアアンロックテスト､ルームライトテ
スト､ワイパーテスト

(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､(トランスミ
ッション)エンジン型式のプログラミング､トランスミッションのプログラミング､高所作業のプログラミング､スピード
メーターギヤのプログラミング､PTOエンジン回転数プログラミング､ファイナルギヤのプログラミング､タイヤサイズ
のプログラミング､タイヤ補正率のプログラミング､ABS装着のプログラミング､(みまもり)搭載ECU情報更新､エンジ
ン型式のプログラミング､トランスミッションのプログラミング､ファイナルギヤのプログラミング､タイヤサイズのプ
ログラミング､AD入力更新､(ISS)高所作業のプログラミング､車型のプログラミング､運行データクリア､(ABS)タイヤ
径書込み､(ボディ)エンジンオイル寿命警報用距離クリア､T/Mオイル寿命警報用距離クリア､セルモータ始動回数クリ
ア､ECU ID読取

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､トランスミッション､ABS

エンジン

(エンジン)パワーバランス (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)､サプライポンプ学習
値初期化､DPF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､(ABS)
ブレーキエア抜き(ハイドロブースタ)､バックアップメモリー消去､(車両制御)スタータ作動回数書込み

大型(FE6F､FE6T､
FU6､PF6HT､
GE13T､MD92T､
6M70､RH8F)

エンジン､ABS､ESCOT､UDS､ISS エンジン､UDS

エンジン

(エンジン)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)
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MTG2000-S システム表 ‒ 輸入車ソフト
メーカー 対応年式 自己診断 実測値 フリーズフレーム アクティブテスト 作業サポート カスタマイズ 

フォルクス･ 

ワーゲン
1996y-2015y

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､メータ､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) 、
ABS/DSC 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､車検日､排ガ
ス点検日､車両チェック)､データレベル読取、スタータ交換、バッテリー交換、サービスイ
ンターバルリセット､車体番号読取､(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-2015y

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､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ON-OFF設
定､デイライト設定､ニードルスイープ設定

BMW

1シリーズ(E87/F20)  
2シリーズ(F45/F46)  
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/F11)  
6シリーズ(E63/F06/F13)  
7シリーズ(E65/E66/F01/F02)  
Xシリーズ 
 (E70/E71/F15/Ｆ16/Ｆ25/F26) 
Zシリーズ(E85)  
iシリーズ(I01) 

エンジン､トランスミッション､ABS/DSC､エアバッグ､電動パワステ､インストルメントクラス
タ､エアコン､後席エアコン、パーキングブレーキ､パークトロニック､SCR、左可逆リトラクター、
右可逆リトラクター、電動モーター、高電圧バッテリ、フューエルポンプ、ギヤセレクタースイ
ッチ、トランスファケース、統合シャシ、HSR、左ヘッドライト、右ヘッドライト、左LEDライ
ト、右LEDライト、PDC、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、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、テールゲート、運転席シート、
助手席シート、タッチボックス、コントローラ、CIC/HU-H、コムボックス、ビデオモジュール、
CID、TCB、ゲートウェイ、EVシステム、発電用エンジン、発電用モータ、充電器、燃料タンク
圧制御、SAS、ボディドメイン、サウンドジェネレーター、EDC、ハイトレベルコントロール、
クルーズコントロール、車線変更警報、ジャンクションボックス、アクティブサウンド

エンジン(OBD)､EV シス
テム、電動モータ、高電圧
バッテリー、発電用エンジ
ン、発電用モータ、充電器、
ABS、PMA（パークトロ
ニック）、PDC エンジン(OBD)

(EVシステム)電動ウォータポンプ制御、電動フ
ァン、電動ファンリレー制御、電動ファン制御、
(発電用エンジン)電動フューエルポンプの制御

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､車検日､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､スターター交換､バッテリー交換､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 、データレベル読取、高電圧バッテリ充電履歴、RDMEサービススタート 

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､PTCU、トランスミッション､ABS､パーキングブレーキ､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

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

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)

(ABS)ポンプモータ駆動､(インストルメント)
セルフテスト

(エンジン)空燃費初期化､(ABS)エア抜き､(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､(エアコン)基本調整､(インストルメント)サービスリセット

シートベルト警告音ON-OFF設定

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ON-OFF設定


