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メーカ システム 項⽬名称

トヨタ/レクサス (全システム) (全項⽬)
ダイハツ (全システム) (全項⽬)
スズキ エンジン/パワートレイン EVAP制御
スズキ エンジン/パワートレイン ICV制御
スズキ エンジン/パワートレイン OCV制御
スズキ エンジン/パワートレイン OCV制御ﾊﾞﾝｸ1 EX
スズキ エンジン/パワートレイン OCV制御ﾊﾞﾝｸ1 IN
スズキ エンジン/パワートレイン PTCﾋｰﾀﾘﾚｰNo.1駆動
スズキ エンジン/パワートレイン PTCﾋｰﾀﾘﾚｰNo.2駆動
スズキ エンジン/パワートレイン TCV制御
スズキ エンジン/パワートレイン VVT制御
スズキ エンジン/パワートレイン VVT制御ﾊﾞﾝｸ1 EX
スズキ エンジン/パワートレイン VVT制御ﾊﾞﾝｸ1 IN
スズキ エンジン/パワートレイン ｱｲﾄﾞﾙ回転速度制御
スズキ エンジン/パワートレイン ｲﾆｼｬﾙ点⽕時期固定
スズキ エンジン/パワートレイン ｲﾝｼﾞｪｸﾀ制御
スズキ エンジン/パワートレイン ｳｴｽﾄｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ駆動
スズキ エンジン/パワートレイン ｴｱﾊﾞｲﾊﾟｽﾊﾞﾙﾌﾞ駆動
スズキ エンジン/パワートレイン ｺﾝﾃﾞﾝｻﾌｧﾝ強制駆動
スズキ エンジン/パワートレイン ｽﾃｯﾌﾟEGR制御
スズキ エンジン/パワートレイン ﾁｪｯｸｴﾝｼﾞﾝﾗﾝﾌﾟ制御
スズキ エンジン/パワートレイン ﾌｭｰｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟ制御
スズキ エンジン/パワートレイン ﾗｼﾞｴｰﾀﾌｧﾝ強制駆動
スズキ エンジン/パワートレイン ⾼圧燃料ﾎﾟﾝﾌﾟ駆動
スズキ AT/CVT/AGS CVTﾌﾙｰﾄﾞ量調整ﾓｰﾄﾞ
スズキ AT/CVT/AGS 学習値消去
スズキ ABS/ESP ｽﾄｯﾌﾟﾗﾝﾌﾟﾘﾚｰ駆動
⽇産 エンジン AAC/V出⼒DUTY
⽇産 エンジン AAC/V出⼒STEP
⽇産 エンジン AACﾊﾞﾙﾌﾞ開度
⽇産 エンジン CNG燃料遮断弁(ｴﾝｼﾞﾝ側)
⽇産 エンジン CNG燃料遮断弁(ｼﾘﾝﾀﾞ側)
⽇産 エンジン C-SCV⽬標ｽﾃｯﾌﾟ位置(ﾊﾞﾝｸ1)
⽇産 エンジン C-SCV⽬標ｽﾃｯﾌﾟ位置(ﾊﾞﾝｸ2)
⽇産 エンジン CVTC⽬標⾓度
⽇産 エンジン CVTC⽬標⾓度/EVTC⽬標⾓度(吸気側)
⽇産 エンジン EGRｶｯﾄｿﾚﾉｲﾄﾞ
⽇産 エンジン EGR許可ｿﾚﾉｲﾄﾞ
⽇産 エンジン EGR制御(ﾓｰﾄﾞ1)
⽇産 エンジン EGR制御(ﾓｰﾄﾞ3)
⽇産 エンジン EGR制御S/V
⽇産 エンジン EGR制御ﾊﾞﾙﾌﾞ
⽇産 エンジン ETC低応答分補正流量
⽇産 エンジン EVTC⽬標⾓度(排気側)
⽇産 エンジン FPCM(2状態切替)
⽇産 エンジン FPCM(3状態切替)
⽇産 エンジン PRVRｿﾚﾉｲﾄﾞ
⽇産 エンジン V/T⾓度(排気側)
⽇産 エンジン V/T指⽰⾓度 / V/T⾓度(吸気側)
⽇産 エンジン V/T制御S/V



メーカ システム 項⽬名称

⽇産 エンジン VTCｿﾚﾉｲﾄﾞ
⽇産 エンジン VVL S/V(吸気側)
⽇産 エンジン VVL S/V(吸排気同時駆動)
⽇産 エンジン VVL S/V(排気側)
⽇産 エンジン ｴﾊﾞﾎﾟCNT DUTY弁開度
⽇産 エンジン ｴﾝｼﾞﾝﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞ
⽇産 エンジン ｵﾙﾀﾈｰﾀduty指令値
⽇産 エンジン ｷｬﾆｽﾀﾄﾞﾚｲﾝｶｯﾄ/V
⽇産 エンジン ｷｬﾆｽﾀﾄﾞﾚｲﾝｶｯﾄS/V
⽇産 エンジン ｷｬﾆｽﾀ制御S/V
⽇産 エンジン ｽﾜｰﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ ｿﾚﾉｲﾄﾞ
⽇産 エンジン ｽﾜｰﾙ制御ﾊﾞﾙﾌﾞ
⽇産 エンジン ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾊﾞｲﾊﾟｽ/V
⽇産 エンジン ﾊﾟﾜｰﾊﾞﾗﾝｽ
⽇産 エンジン ﾊﾟﾜｰﾊﾞﾗﾝｽ(ﾓｰﾄﾞ1)
⽇産 エンジン ﾊﾟﾜｰﾊﾞﾗﾝｽ(ﾓｰﾄﾞ3)
⽇産 エンジン ﾌｭｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟﾘﾚｰ
⽇産 エンジン ﾌﾟﾚｯｼｬﾚｷﾞｭﾚｰﾀ
⽇産 エンジン ﾗｼﾞｴｰﾀﾌｧﾝ(⾼速回転)
⽇産 エンジン ﾗｼﾞｴｰﾀﾌｧﾝ(中速回転)
⽇産 エンジン ﾗｼﾞｴｰﾀﾌｧﾝ(低速回転)
⽇産 エンジン ﾗｼﾞﾌｧﾝﾘﾚｰ(⾼速回転)
⽇産 エンジン ﾗｼﾞﾌｧﾝﾘﾚｰ(低速回転)
⽇産 エンジン ﾗｼﾞﾌｧﾝ駆動duty指令値
⽇産 エンジン ﾗｼﾞﾌｧﾝ出⼒(⾼速回転)
⽇産 エンジン ﾗｼﾞﾌｧﾝ出⼒(中速回転)
⽇産 エンジン ﾗｼﾞﾌｧﾝ出⼒(低速回転)
⽇産 エンジン 可変ﾌﾟﾚｯｼｬﾚｷﾞｭﾚｰﾀ
⽇産 エンジン 可変吸気S/V
⽇産 エンジン 可変吸気ｿﾚﾉｲﾄﾞ
⽇産 エンジン ⽔温
⽇産 エンジン 点⽕時期
⽇産 エンジン 点⽕時期(ﾓｰﾄﾞ1)
⽇産 エンジン 点⽕時期(ﾓｰﾄﾞ3)
⽇産 エンジン 電制ｴﾝﾏﾝﾓｰﾀ制御
⽇産 エンジン 燃圧制御S/V
⽇産 エンジン 燃料ﾀﾝｸ内燃温ｾﾝｻ
⽇産 エンジン 燃料ﾊﾞｲﾊﾟｽS/V
⽇産 エンジン 燃料ﾎﾟﾝﾌﾟﾘﾚｰ
⽇産 エンジン 燃料温度
⽇産 エンジン 燃料噴射時期
⽇産 エンジン 燃料噴射量
⽇産 エンジン ⽬標ﾌｧﾝ回転数
⽇産 エンジン 油圧駆動ﾌｧﾝ最終回転数
⽇産 ABS/VDC ABSﾓｰﾀ
⽇産 ABS/VDC ABS警告灯
⽇産 ABS/VDC ABS制御信号
⽇産 ABS/VDC ASCD信号
⽇産 ABS/VDC SOL ACT駆動 後2輪
⽇産 ABS/VDC SOL ACT駆動 前2輪
⽇産 ABS/VDC SOL ACT駆動FR-LH
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⽇産 ABS/VDC SOL ACT駆動FR-RH
⽇産 ABS/VDC SOL ACT駆動RR-LH
⽇産 ABS/VDC SOL ACT駆動RR-RH
⽇産 ABS/VDC SOL駆動 後2輪
⽇産 ABS/VDC SOL駆動 前2輪
⽇産 ABS/VDC SOL駆動FR-LH
⽇産 ABS/VDC SOL駆動FR-RH
⽇産 ABS/VDC SOL駆動Rr
⽇産 ABS/VDC SOL駆動RR-LH
⽇産 ABS/VDC SOL駆動RR-RH
⽇産 ABS/VDC TCS OFFﾗﾝﾌﾟ
⽇産 ABS/VDC TCSﾌｪｲﾙ信号
⽇産 ABS/VDC VDC警告灯
⽇産 ABS/VDC ｽﾘｯﾌﾟﾗﾝﾌﾟ
⽇産 ABS/VDC ﾌﾞｰｽﾀｿﾚﾉｲﾄﾞ駆動
マツダ エンジン(PCM) 3-2 ﾀｲﾐﾝｸﾞ ｿﾚﾉｲﾄﾞ ﾊﾞﾙﾌﾞ
マツダ エンジン(PCM) A/Cﾘﾚｰ
マツダ エンジン(PCM) EGRｿﾚﾉｲﾄﾞ(ﾊﾞｷｭｰﾑ)
マツダ エンジン(PCM) EGRｿﾚﾉｲﾄﾞ(ﾍﾞﾝﾄ)
マツダ エンジン(PCM) EGRｿﾚﾉｲﾄﾞ1
マツダ エンジン(PCM) EGRｿﾚﾉｲﾄﾞ2
マツダ エンジン(PCM) EGRﾊﾞﾙﾌﾞのｽﾃｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾀ位置
マツダ エンジン(PCM) FAN1制御信号
マツダ エンジン(PCM) FAN2制御信号
マツダ エンジン(PCM) FAN3制御信号
マツダ エンジン(PCM) ｱｲﾄﾞﾙｴｱ制御
マツダ エンジン(PCM) ｲﾝｼﾞｪｸﾀ1
マツダ エンジン(PCM) ｲﾝｼﾞｪｸﾀ2
マツダ エンジン(PCM) ｲﾝｼﾞｪｸﾀ3
マツダ エンジン(PCM) ｲﾝｼﾞｪｸﾀ4
マツダ エンジン(PCM) ｲﾝｼﾞｪｸﾀ5
マツダ エンジン(PCM) ｲﾝｼﾞｪｸﾀ6
マツダ エンジン(PCM) ｲﾝﾀｰｸｰﾗ ｿﾚﾉｲﾄﾞ ﾊﾞﾙﾌﾞ
マツダ エンジン(PCM) ｲﾝﾃｰｸ ｴｱ ｼｬｯﾀ ﾊﾞﾙﾌﾞ
マツダ エンジン(PCM) ｴｱﾐｯｸｽ ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ
マツダ エンジン(PCM) ｵｲﾙ ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ
マツダ エンジン(PCM) ｵﾙﾀﾈｰﾀ ｲﾝｼﾞｹｰﾀﾗｲﾄ
マツダ エンジン(PCM) ｵﾙﾀﾈｰﾀ ﾌｨｰﾙﾄﾞ電流制御信号
マツダ エンジン(PCM) ｷｬﾆｽﾀﾊﾟｰｼﾞﾊﾞﾙﾌﾞ ﾃﾞｭｰﾃｨｻｲｸﾙ
マツダ エンジン(PCM) ｸﾞﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ ﾗｲﾄ
マツダ エンジン(PCM) ｼﾌﾄｿﾚﾉｲﾄﾞA/1
マツダ エンジン(PCM) ｼﾌﾄｿﾚﾉｲﾄﾞB/2
マツダ エンジン(PCM) ｼﾌﾄｿﾚﾉｲﾄﾞC/3
マツダ エンジン(PCM) ｼﾌﾄｿﾚﾉｲﾄﾞD/4
マツダ エンジン(PCM) ｼﾌﾄｿﾚﾉｲﾄﾞE/5
マツダ エンジン(PCM) ｽﾋﾟﾙﾊﾞﾙﾌﾞﾘﾚｰ
マツダ エンジン(PCM) ﾀｲﾏｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ信号
マツダ エンジン(PCM) ﾀﾝﾌﾞﾙ/ｽﾜｰﾙ制御ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ
マツダ エンジン(PCM) ﾄﾙｸｺﾝﾊﾞｰﾀｸﾗｯﾁ
マツダ エンジン(PCM) ﾄﾙｸｺﾝﾊﾞｰﾀｸﾗｯﾁ ｺﾝﾄﾛｰﾙ
マツダ エンジン(PCM) ﾌﾞｰｽﾄ ｾﾝｻ ｿﾚﾉｲﾄﾞ ﾊﾞﾙﾌﾞ
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マツダ エンジン(PCM) ﾌｭｰｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟ
マツダ エンジン(PCM) ﾌｭｰｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟ ﾘﾚｰ
マツダ エンジン(PCM) ﾌｭｰｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟ ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ ｺﾝﾄﾛｰﾙ
マツダ エンジン(PCM) ﾌｭｴﾙﾊﾟﾙｽ幅1
マツダ エンジン(PCM) ﾗｲﾝ圧ｿﾚﾉｲﾄﾞ
マツダ エンジン(PCM) 可変ﾌｧﾝ ﾃﾞｭｰﾃｨｻｲｸﾙ
マツダ エンジン(PCM) 可変慣性吸気ｼｽﾃﾑ ｿﾚﾉｲﾄﾞ ﾊﾞﾙﾌﾞ
マツダ エンジン(PCM) 可変共鳴過給ｼｽﾃﾑ(VRIS)No.1
マツダ エンジン(PCM) 可変共鳴過給ｼｽﾃﾑ(VRIS)No.2
マツダ エンジン(PCM) 吸気ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ ﾗﾝﾅｰ ｺﾝﾄﾛｰﾙ
マツダ エンジン(PCM) ⼤気圧/吸気圧切替ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ
マツダ エンジン(PCM) 燃料ｼｬｯﾄｵﾌ ﾊﾞﾙﾌﾞ
マツダ エンジン(PCM) 排気ｼｬｯﾀ ｿﾚﾉｲﾄﾞ ﾊﾞﾙﾌﾞ
マツダ AT(TCM) 2-4 ﾌﾞﾚｰｷｿﾚﾉｲﾄﾞ
マツダ AT(TCM) N-ｼﾌﾄ ｿﾚﾉｲﾄﾞ
マツダ AT(TCM) ｼﾌﾄｿﾚﾉｲﾄﾞA/1
マツダ AT(TCM) ｼﾌﾄｿﾚﾉｲﾄﾞB/2
マツダ AT(TCM) ｼﾌﾄｿﾚﾉｲﾄﾞC/3
マツダ AT(TCM) ｼﾌﾄｿﾚﾉｲﾄﾞF
マツダ AT(TCM) ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ油温ﾜｰﾆﾝｸﾞﾗｲﾄ
マツダ AT(TCM) ﾄﾙｸ ｺﾝﾊﾞｰﾀ ｸﾗｯﾁ ｺﾝﾄﾛｰﾙ
マツダ AT(TCM) ﾌﾟﾚｯｼｬｺﾝﾄﾛｰﾙｿﾚﾉｲﾄﾞ
マツダ AT(TCM) ﾗｲﾝ圧ｿﾚﾉｲﾄﾞ
マツダ AT(TCM) ﾘﾀﾞｸｼｮﾝ ﾀｲﾐﾝｸﾞ ｿﾚﾉｲﾄﾞ
マツダ AT(TCM) ⾼ｸﾗｯﾁ ｿﾚﾉｲﾄﾞ
マツダ ABS/DSC ABSﾊﾟﾜｰﾘﾚｰ
マツダ ABS/DSC DSCｲﾝｼﾞｹｰﾀ
マツダ ABS/DSC DSCｲﾝｼﾞｹｰﾀﾗｲﾄ
マツダ ABS/DSC TCS OFFｲﾝｼﾞｹｰﾀ
マツダ ABS/DSC TCS OFFﾗﾝﾌﾟ
マツダ ABS/DSC TCSﾁｪｯｸﾗﾝﾌﾟ
マツダ ABS/DSC ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ
マツダ ABS/DSC ﾘﾔ ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ
マツダ ABS/DSC ﾘﾔ ｲﾝﾚｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ
マツダ ABS/DSC 右側 ｽﾀﾋﾞﾘﾃｨｺﾝﾄﾛｰﾙ ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ
マツダ ABS/DSC 右側 ﾄﾗｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ
マツダ ABS/DSC 右側ﾌﾛﾝﾄ DSCﾊﾞﾙﾌﾞ
マツダ ABS/DSC 右側ﾌﾛﾝﾄ ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ
マツダ ABS/DSC 右側ﾌﾛﾝﾄ ｲﾝﾚｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ
マツダ ABS/DSC 右側ﾌﾛﾝﾄ ﾄﾗｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾞﾙﾌﾞ
マツダ ABS/DSC 右側ﾌﾛﾝﾄ ﾄﾗｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾌﾟﾗｲﾐﾝｸﾞﾊﾞﾙﾌﾞ
マツダ ABS/DSC 右側ﾌﾛﾝﾄ ﾄﾗｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ
マツダ ABS/DSC 右側ﾘﾔ ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ
マツダ ABS/DSC 右側ﾘﾔ ｲﾝﾚｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ
マツダ ABS/DSC 左側 ｽﾀﾋﾞﾘﾃｨｺﾝﾄﾛｰﾙ ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ
マツダ ABS/DSC 左側 ﾄﾗｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ
マツダ ABS/DSC 左側ﾌﾛﾝﾄ DSCﾊﾞﾙﾌﾞ
マツダ ABS/DSC 左側ﾌﾛﾝﾄ ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ
マツダ ABS/DSC 左側ﾌﾛﾝﾄ ｲﾝﾚｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ
マツダ ABS/DSC 左側ﾌﾛﾝﾄ ﾄﾗｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾞﾙﾌﾞ
マツダ ABS/DSC 左側ﾌﾛﾝﾄ ﾄﾗｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾌﾟﾗｲﾐﾝｸﾞﾊﾞﾙﾌﾞ
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マツダ ABS/DSC 左側ﾌﾛﾝﾄ ﾄﾗｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ
マツダ ABS/DSC 左側ﾘﾔ ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ
マツダ ABS/DSC 左側ﾘﾔ ｲﾝﾚｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ
三菱 エンジン A/Cﾘﾚｰ
三菱 エンジン EGRｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ
三菱 エンジン EGRﾊﾞﾙﾌﾞ
三菱 エンジン PWMﾗｼﾞｴﾀｰﾌｧﾝ
三菱 エンジン ｲﾝｼﾞｪｸﾀ#1
三菱 エンジン ｲﾝｼﾞｪｸﾀ#2
三菱 エンジン ｲﾝｼﾞｪｸﾀ#3
三菱 エンジン ｲﾝｼﾞｪｸﾀ#4
三菱 エンジン ｲﾝｼﾞｪｸﾀ#5
三菱 エンジン ｲﾝｼﾞｪｸﾀ#6
三菱 エンジン ｲﾝｼﾞｪｸﾀ#7
三菱 エンジン ｲﾝｼﾞｪｸﾀ#8
三菱 エンジン ｳｴｽﾄｹﾞｰﾄｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ
三菱 エンジン ｴﾝｼﾞﾝﾙｰﾑﾌｧﾝﾘﾚｰ
三菱 エンジン ｵｲﾙｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ
三菱 エンジン ｸｰﾘﾝｸﾞﾌｧﾝ
三菱 エンジン ﾃﾞｭｱﾙﾓｰﾄﾞﾏﾌﾗｰｿﾚﾉｲﾄﾞ
三菱 エンジン ﾊﾟｰｼﾞｺﾝﾄﾛｰﾙｿﾚﾉｲﾄﾞ
三菱 エンジン ﾊﾞﾘｱﾌﾞﾙｲﾝﾃｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞ
三菱 エンジン ﾌｭｰｴﾙ ﾎﾟﾝﾌﾟ
三菱 エンジン ﾍﾞﾝﾁﾚｰｼｮﾝｿﾚﾉｲﾄﾞ
三菱 エンジン ﾗｼﾞｴｰﾀｰﾌｧﾝ (High)
三菱 エンジン ﾗｼﾞｴｰﾀｰﾌｧﾝ (Low)
三菱 エンジン ﾗｼﾞｴﾀｰﾌｧﾝ(HI)
三菱 エンジン ﾗｼﾞｴﾀｰﾌｧﾝ(LO)
三菱 エンジン 点⽕時期(BTDC5ﾟ)固定
三菱 エンジン(ディーゼル) A/Cﾘﾚｰ
三菱 エンジン(ディーゼル) DPFﾗﾝﾌﾟ
三菱 エンジン(ディーゼル) EGRﾊﾞｲﾊﾟｽﾊﾞﾙﾌﾞ
三菱 エンジン(ディーゼル) EGRﾊﾞﾙﾌﾞ
三菱 エンジン(ディーゼル) VGTｿﾚﾉｲﾄﾞ
三菱 エンジン(ディーゼル) ｱｲﾄﾞﾙｱｯﾌﾟ(EOL)
三菱 エンジン(ディーゼル) ｲﾝｼﾞｪｸﾀ#1
三菱 エンジン(ディーゼル) ｲﾝｼﾞｪｸﾀ#2
三菱 エンジン(ディーゼル) ｲﾝｼﾞｪｸﾀ#3
三菱 エンジン(ディーゼル) ｲﾝｼﾞｪｸﾀ#4
三菱 エンジン(ディーゼル) ｲﾝﾀﾝｸﾎﾟﾝﾌﾟﾘﾚｰ
三菱 エンジン(ディーゼル) ｴﾝｼﾞﾝﾁｪｯｸﾗﾝﾌﾟ
三菱 エンジン(ディーゼル) ｵｲﾙｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ
三菱 エンジン(ディーゼル) ｸﾞﾛｰ(PWM)
三菱 エンジン(ディーゼル) ｸﾞﾛｰﾌﾟﾗｸﾞﾘﾚｰ
三菱 エンジン(ディーゼル) ｸﾞﾛｰﾗﾝﾌﾟ
三菱 エンジン(ディーゼル) ｺﾝﾃﾞﾝｻﾌｧﾝﾘﾚｰ
三菱 エンジン(ディーゼル) ｻｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ
三菱 エンジン(ディーゼル) ｽﾛｯﾄﾙﾊﾞﾙﾌﾞ
三菱 エンジン(ディーゼル) ｽﾜｰﾙｺﾝﾄﾛｰﾙｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ
三菱 エンジン(ディーゼル) ﾊﾞﾘｱﾌﾞﾙｼﾞｵﾒﾄﾘｰｺﾝﾄﾛｰﾙｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ
三菱 エンジン(ディーゼル) ﾗｼﾞｴﾀｰﾌｧﾝ
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三菱 エンジン(ディーゼル) ⾼圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｻｸｼｮﾝﾊﾞﾙﾌﾞ)
三菱 エンジン(ディーゼル) 排気ｲﾝｼﾞｪｸﾀ
三菱 AT/CVT/TC-SST 1stｼﾌﾄﾗﾝﾌﾟ
三菱 AT/CVT/TC-SST 2ndｼﾌﾄﾗﾝﾌﾟ
三菱 AT/CVT/TC-SST 2NDｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ
三菱 AT/CVT/TC-SST 3rdｼﾌﾄﾗﾝﾌﾟ
三菱 AT/CVT/TC-SST 4thｼﾌﾄﾗﾝﾌﾟ
三菱 AT/CVT/TC-SST 5thｼﾌﾄﾗﾝﾌﾟ
三菱 AT/CVT/TC-SST A/Tｺﾝﾄﾛｰﾙﾘﾚｰ
三菱 AT/CVT/TC-SST ATｺﾝﾄﾛｰﾙﾘﾚｰ
三菱 AT/CVT/TC-SST CVTｺﾝﾄﾛｰﾙﾘﾚｰ
三菱 AT/CVT/TC-SST DCCｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ
三菱 AT/CVT/TC-SST LRｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ
三菱 AT/CVT/TC-SST ODｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ
三菱 AT/CVT/TC-SST PCｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ
三菱 AT/CVT/TC-SST REDｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ
三菱 AT/CVT/TC-SST UDｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ
三菱 AT/CVT/TC-SST ｸﾗｯﾁ圧ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ
三菱 AT/CVT/TC-SST ｼﾌﾄｲﾝｼﾞｹｰﾀ1速
三菱 AT/CVT/TC-SST ｼﾌﾄｲﾝｼﾞｹｰﾀ2速
三菱 AT/CVT/TC-SST ｼﾌﾄｲﾝｼﾞｹｰﾀ3速
三菱 AT/CVT/TC-SST ｼﾌﾄｲﾝｼﾞｹｰﾀ4速
三菱 AT/CVT/TC-SST ｼﾌﾄｲﾝｼﾞｹｰﾀ5速
三菱 AT/CVT/TC-SST ｼﾌﾄｲﾝｼﾞｹｰﾀ6速
三菱 AT/CVT/TC-SST ｼﾌﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ
三菱 AT/CVT/TC-SST ｼﾌﾄｿﾚﾉｲﾄﾞ1
三菱 AT/CVT/TC-SST ｼﾌﾄｿﾚﾉｲﾄﾞ2
三菱 AT/CVT/TC-SST ｿﾚﾉｲﾄﾞﾘﾚｰ
三菱 AT/CVT/TC-SST ﾀﾞｳﾝｼﾌﾄ禁⽌ﾌﾞｻﾞｰ
三菱 AT/CVT/TC-SST ﾀﾞﾝﾊﾟｸﾗｯﾁ ｺﾝﾄﾛｰﾙ ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ
三菱 AT/CVT/TC-SST ﾀﾞﾝﾊﾟｸﾗｯﾁｺﾝﾄﾛｰﾙｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ
三菱 AT/CVT/TC-SST ﾌﾟﾚｯｼｬｺﾝﾄﾛｰﾙｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ
三菱 AT/CVT/TC-SST ﾗｲﾝ圧ｺﾝﾄﾛｰﾙｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ
三菱 AT/CVT/TC-SST ﾗｲﾝ圧ｿﾚﾉｲﾄﾞ
三菱 AT/CVT/TC-SST ﾘﾆｱｿﾚﾉｲﾄﾞ1
三菱 AT/CVT/TC-SST ﾘﾆｱｿﾚﾉｲﾄﾞ2
三菱 AT/CVT/TC-SST ﾛｯｸｱｯﾌﾟSOL.
三菱 シフトレバー ｼﾌﾄｲﾝｼﾞｹｰﾀ
三菱 シフトレバー ﾊﾞｯｸﾟｱｯﾌﾟﾗﾝﾌﾟ
三菱 ABS/ASC ESSﾃｽﾄﾓｰﾄﾞ
三菱 ABS/ASC FL輪 ABS
三菱 ABS/ASC FL輪 TCL
三菱 ABS/ASC FR輪 ABS
三菱 ABS/ASC FR輪 TCL
三菱 ABS/ASC RL輪 ABS
三菱 ABS/ASC RL輪 TCL
三菱 ABS/ASC RR輪 ABS
三菱 ABS/ASC RR輪 TCL
三菱 ABS/ASC ｴﾝｼﾞﾝTCL作動
三菱 ABS/ASC ｽﾄｯﾌﾟﾗﾝﾌﾟ点灯
三菱 ABS/ASC ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞFL
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三菱 ABS/ASC ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞFR
三菱 ABS/ASC ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞRL
三菱 ABS/ASC ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞRR
三菱 ABS/ASC/ASTC ABSｳｫｰﾆﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟ
三菱 ABS/ASC/ASTC ASC OFFｲﾝｼﾞｹｰﾀﾗﾝﾌﾟ
三菱 ABS/ASC/ASTC ASC/TCLｲﾝｼﾞｹｰﾀﾗﾝﾌﾟ
三菱 ABS/ASC/ASTC ﾌﾞﾚｰｷｳｫｰﾆﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟ
三菱 ABS/ASC/ASTC/WSS ESSﾃｽﾄﾓｰﾄﾞ
三菱 ABS/ASC/ASTC/WSS FL輪 ABS
三菱 ABS/ASC/ASTC/WSS FL輪 TCL
三菱 ABS/ASC/ASTC/WSS FR輪 ABS
三菱 ABS/ASC/ASTC/WSS FR輪 TCL
三菱 ABS/ASC/ASTC/WSS RL輪 ABS
三菱 ABS/ASC/ASTC/WSS RL輪 TCL
三菱 ABS/ASC/ASTC/WSS RR輪 ABS
三菱 ABS/ASC/ASTC/WSS RR輪 TCL
三菱 ABS/ASC/ASTC/WSS ｴﾝｼﾞﾝTCL作動
三菱 ABS/ASC/ASTC/WSS ｽﾄｯﾌﾟﾗﾝﾌﾟﾃｽﾄﾓｰﾄﾞ
三菱 ABS/ASC/WSS ESSﾃｽﾄﾓｰﾄﾞ
三菱 ABS/ASC/WSS FL輪 ABS
三菱 ABS/ASC/WSS FL輪 TCL
三菱 ABS/ASC/WSS FR輪 ABS
三菱 ABS/ASC/WSS FR輪 TCL
三菱 ABS/ASC/WSS RL輪 ABS
三菱 ABS/ASC/WSS RL輪 TCL
三菱 ABS/ASC/WSS RR輪 ABS
三菱 ABS/ASC/WSS RR輪 TCL
三菱 ABS/ASC/WSS ｴﾝｼﾞﾝTCL作動
三菱 ABS/ASC/WSS ｽﾄｯﾌﾟﾗﾝﾌﾟﾃｽﾄﾓｰﾄﾞ
三菱 エアバッグ SRSｳｫｰﾆﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟ
三菱 エアバッグ SRS警告灯
三菱 エアバッグ 助⼿席SRS OFFｲﾝｼﾞｹｰﾀ
三菱 エアバッグ 助⼿席SRS OFFﾗﾝﾌﾟ
三菱 エアバッグ 助⼿席SRS ONｲﾝｼﾞｹｰﾀ
三菱 エアバッグ 助⼿席SRS ONﾗﾝﾌﾟ
三菱 SS4II F/Wｿﾚﾉｲﾄﾞ
三菱 SS4II ｼﾌﾄｱｸﾁｭｴｰﾀ
三菱 SS4II ﾘﾔﾃﾞﾌﾛｯｸ
三菱 4WS/パワステ/チルト ⾞速⼊⼒
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