
2017 年 6 月 

TPM1000BZ システム表 –国産乗用車ソフト 

※車種・年式・型式等で対応している機能が異なります。また作業サポート等の機能を実施する場合は必ず整備書・修理書を参照の上、行なって下さい。    ※ﾃﾞｰﾀﾓﾆﾀ・ﾌﾘｰｽﾞﾌﾚｰﾑﾃﾞｰﾀのｴﾝｼﾞﾝ（OBD）は OBDⅡソフトを意味します。主に CAN 通信車（グローバル OBDⅡ規格）に対応しています。 

メーカー 対応年式 自己診断 実測値 フリーズフレーム 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) 

エンジン(OBD) 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 

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､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・通常学習・詳細学
習、NOxセンサチェック、DPR劣化履歴初期化、A/Fセンサ学習値初期化、広域気
筒間補正学習値初期化、触媒熱劣化学習値初期化、ATF熱劣化推定値初期化、コー
ド確認、CVT油圧学習(トランスミッション) シーケンシャルM/T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（オートレベリ
ング）車両情報登録 （IPA/ICS/クリアランスソナー）クリアランスソナー検知/ス
テアリング調整、タイヤ周長設定(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（ストップ＆スタート）スタータ始動回数初期化・設定、エアコン情報初期化、
加速度センサ0点補正、加速度センサ0点補正値初期化、電流積算値初期化、エン
ジン始動回数初期化、ECUデータ移行（電動パワステ）特殊制御履歴（電動PKB）
バックアップメモリ消去 

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 1998y8-2015y 

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、アクティブノイズコントロー
ル､EMCM ､AVM､シャシ制御 (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)DAST1 ､DAST2 ､DAST3 

エンジン(OBD) エンジン(OBD) 

(エンジン)吸入空気量学習､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､空燃比センサ2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､S/Cマグネットクラッ
チ締結回数クリア､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､CPU交換時データ保存・書込
み､点火時期調整・補正､ポンプ学習クリア､自動認識状態クリア､インジェクタ補正
値クリア､差圧センサ学習値クリア､差圧センサ学習値クリア､排気圧センサ学習値
クリア､触媒データクリア(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､最大クラッチストローク測定､クラッチタッチポイント調整､ギヤポジシ
ョン調整､エコモードリセット機能(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 

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､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) パワーウィンド
ウ学習､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 

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 

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 
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メーカー 対応年式 自己診断 実測値 フリーズフレーム 作業サポート カスタマイズ 

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(OBD) エンジン(OBD) 

(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 

エンジン(OBD) エンジン(OBD) 

(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(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(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､ (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(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 

(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 
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メーカー 対応年式 自己診断 実測値 フリーズフレーム 作業サポート 

いす  ゞ 1999y8-2013y 

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(尿素)、ドアコントロール 

エンジン 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､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 1999y4-2013y 

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 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)、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､RADAR、車間距離警報､統合制御､EZGO､AMB､
SCR/ACM(尿素)､ESS､MBECS､MILS､ISS､MDAS､SWS､リターダー､メータ､
SAM､CPC 

エンジン 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､(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 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､(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 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､(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 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)､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 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) 


