日立ダイアグノスティックツールＨＤＭ-３３０/国産車ソフト対応機能一覧（２０１８.０５.１４現在）
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フリーズフレームデータ

作業サポート

カスタマイズ

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,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

(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)診断前充電、電池診断、電池状態情報更新、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)ID 登録/タイヤ本数登録、⾞輪位
置書込み（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、
タイヤ周⻑設定(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、ヒータ接続設定 (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、（レーンディパー
チャーアラート）レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶、光軸学習（ 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（ナイトビュー）カ
メラ自動調整、カメラ手動調整、カメラ画角調整、（スマートアシスト2 、3※ダイハツOEM 用）レーザレーダ光軸調整、
ソナーエリア検査、フロントカメラ光軸調整、ステレオカメラ光軸調整、（日野OEM トヨエース/ダイナ）前方レーダー光
軸調整、学習値初期化、PCS 作動回数、ヨーレートセンサ0 点学習、履歴消去、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

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 エンジン(OBD)
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、GENRTR

(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､C/U 設定変更 (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、（レーンカメラ）カメラエイミング、（アラウンドビューモニタ）カメラキャリブレー
ション初期化、カメラキャリブレーション[フロント、助手席側サイド、運転席側サイド、リヤ]、トップビュー微調整、トップ
ビュー境目の強調表示、自動キャンセル要因[PSR、Entry]、キャンセル要因[IPA、LDW、BSW]、回転半径補正、舵角
センサ中点調整、予想進路線表示、MOD 機能、ドアミラー自動格納機能付き部品有無設定変更、ソナーOFF ポップ
アップ表示設定変更、警告文語切替

(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(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､

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､ 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
IMA､車両接近通報､電動サーボブレーキシステム､電子制御パーキングブレーキ、エ 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
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 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）
(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､CAN
ゲートウェイ右側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、カメラ/レーダ統合制御システム

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 リヤワイパ･リバース連動設定
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、7DCT 発進遅れ判定、(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､モーションアダプティブEPS コントロールオン/オフ、（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、(シティブレーキアクティブシステムレーダ)機能点検、レーダ校正、（電子制御
パーキングブレーキ）メンテナンスモード、傾斜センサの中点学習、（カメラ/レーダ統合制御システム）レーダエイミン
グ、カメラエイミング

4WD､4WS/パワステ/チルト､ABS/ASC/ASTC/WSS､ACC/FCM､AFS/ACL/Leveling､ エンジン(OBD)
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､SS4
Ⅱ､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 左側オートマチックハイ
ビーム､Gateway､FCM/LDW/AHB､BSW､BSW(SUB) ､EPB､電気温水ヒータ､e-Call

(エンジン)空燃比学習リセット､スターターカウンター書込み､スターターカウンター初期化(CVT)学習値設定､スローブセ 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
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 レーキ警告灯設定､セキュリティアラーム設定､アンサー
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､全センサ中⽴点学習､(ACD) バック設定
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､(ACC/FCM)レーザーレーダー点検､レーダー調整開始（サービス）､学習値リセット､補正値リ
セット（レーン逸脱警報）全補正値リセット､カメラ画像補正値リセット､カメラ初期化データリセット､カメラ初期化､カメラ画
像調整、（マルチアラウンドモニター）フロント＆バードアイビュー表示、キャリブマーカー範囲表示[フロントカメラ・リヤ
カメラ・左サイドカメラ・右サイドカメラ]、キャリブレーション[全カメラ・フロントカメラ・リヤカメラ・左サイドカメラ・右サイド
カメラ]、（FCM/LDW/AHB）AHB 機能点検モード、カメラ軸調整、（オートマチックハイビーム）機能点検モード

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

(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､(レーダーブレーキサポート)レーザーレーダ点検､(アクティブクルーズコント
ローラ)レーダーセンサエーミング調整

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

(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､(ACC)レーダークルーズ光軸調整 ､(IMG)レーンレコグニッションカメラ光軸調整､(DSS)レーンレコグ
ニッションカメラ光軸調整､(PCB)レーザレーダ光軸調整（ECU）ソナーエリア検査・調整、(カメラ)フロントカメラ光軸調
整、単眼カメラ光軸調整、（ソナー）ソナーエリア検査・調整、（ステレオカメラ）ステレオカメラ調整

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

エンジン､トランスミッション

2000y5-2015y

4WD､A/B､ABS/VSC､ACC､AT､CVT､DSS､DVS､EFI､EPS､ERS/eco IDLE､IMB､IMG､ ABS/VSC､AT､CVT､DSS､DVS､EFI､EPS､ERS/eco IDLE､IMG､PCB､PSB-D､PSB-P､
ITC､KFS､PCB､PSB-D､PSB-P､PSD_LH､PSD_RH､Roof､オートレベリング､メータ､電 PSD_LH､PSD_RH､Roof､メータ
源

ダイハツ

2000y5-2015y

日立ダイアグノスティックツールＨＤＭ-３３０/国産車ソフト対応機能一覧（２０１８.０５.１４現在）
メーカー

マツダ

スバル

OBD II

対応年式

2002y4-2016y

故障コード読取/消去

フリーズフレームデータ

作業サポート

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

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 エンジン(OBD)
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

(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

-

-

2000y8-2015y

1996y-2017y

カスタマイズ

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 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､FSC､SCBS､SBS/MRCC (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
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､FSC （フォワード
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､セジメンタデータリセット
センシング カメラ）､SCBS（スマート シティ ブレーキ サポート）､SBS/MRCC（スマート
(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 サポート／マツダ レーダ クルーズ コントロール）エンジン(KOEO/KOER セ
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､
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
TPMS リセット､ (EPS)舵角キャリブレーション､(FSC) 静止エーミング、走行エーミング､ (SCBS) レーザセンサ点検､
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
(SBS/MRCC) エーミング､SBS,MRCC 初期化
ンデマンドセルフテスト機能あり)FSC(セルフテストODDTC))

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 エンジン(OBD)
モータ)

-

-

-

-

-

-

-

-

