
●ベンツ　アクティブテスト(Ver　2017.10)

システム名 項目名

　AAC(オートエアコン) 　A32m1 (Blower motor)

　AAC(オートエアコン) 　A32m1 (Blower motor) : 100%

　AAC(オートエアコン) 　A32m1 (Blower motor) : 30%

　AAC(オートエアコン) 　A9 (Refrigerant compressor)

　AAC(オートエアコン) 　Active carbon filter flap

　AAC(オートエアコン) 　Actuation of stationary heater : 'Cooling' mode

　AAC(オートエアコン) 　Actuation of stationary heater : 'Heating' mode

　AAC(オートエアコン) 　ALL LEDs

　AAC(オートエアコン) 　Blower motor 100%

　AAC(オートエアコン) 　Blower motor 30%

　AAC(オートエアコン) 　Blower of interior temperature sensor Air conditioning

　AAC(オートエアコン) 　Blower regulator/Blower motor

　AAC(オートエアコン) 　Center vent flap positioning motor

　AAC(オートエアコン) 　Combustion engine and AC with integrated control fan motor

　AAC(オートエアコン) 　Cool left side

　AAC(オートエアコン) 　Cool right side

　AAC(オートエアコン) 　Defroster flap actuator motor

　AAC(オートエアコン) 　Display test

　AAC(オートエアコン) 　Driver side air vent ionizer

　AAC(オートエアコン) 　Electric Suction Fan

　AAC(オートエアコン) 　Engine Speed

　AAC(オートエアコン) 　Fresh air and recirculated air flap

　AAC(オートエアコン) 　Fresh air/Ram air/Air recirculation flap actuator motor

　AAC(オートエアコン) 　Heat exchanger shut-off motor

　AAC(オートエアコン) 　Heat left side

　AAC(オートエアコン) 　Heat right side

　AAC(オートエアコン) 　Illumination for rotary potentiometers

　AAC(オートエアコン) 　Illumination of pushbutton control and of center outlets

　AAC(オートエアコン) 　LEDテスト

　AAC(オートエアコン) 　Left and Right Defroster Flaps

　AAC(オートエアコン) 　Left and Right Footwell Flaps

　AAC(オートエアコン) 　Left A-pillar air distribution actuator motor

　AAC(オートエアコン) 　Left blend air flap actuator

　AAC(オートエアコン) 　Left B-pillar air distribution actuator motor

　AAC(オートエアコン) 　Left center outlets : Cool

　AAC(オートエアコン) 　Left center outlets : Heat

　AAC(オートエアコン) 　Left center vent air flap actuator motor

　AAC(オートエアコン) 　Left defroster vents

　AAC(オートエアコン) 　Left footwell flap

　AAC(オートエアコン) 　Left footwell flap actuator

　AAC(オートエアコン) 　Left footwell vent/Center air vent/Side air vent/Rear air vent flap actuator

　AAC(オートエアコン) 　Left footwell vents

　AAC(オートエアコン) 　Left rear center nozzle open/close actuator motor

　AAC(オートエアコン) 　Left side outlet flap actuator motor

　AAC(オートエアコン) 　M13(冷却水循環ポンプ)

　AAC(オートエアコン) 　M16/22 (Air distribution flap actuator motor)

　AAC(オートエアコン) 　M2/12(リアシャットオフフラップポジショニングモーター)

　AAC(オートエアコン) 　M2/15(左側及び右側足元フラップアクチュエーター)

　AAC(オートエアコン) 　M2/16 (Defroster flap actuator motor)

　AAC(オートエアコン) 　M2/16(左側及び右側デフロスターフラップアクチュエーター)

　AAC(オートエアコン) 　M2/21(リアエア分配フラップポジショニングモーター)

　AAC(オートエアコン) 　M2/22(センターベントフラップポジショニングモーター)

　AAC(オートエアコン) 　M2/5 (Fresh air/recirculated air flap actuator motor)

　AAC(オートエアコン) 　M2/5(エアフラップ及び内気循環フラップアクチュエーター)

　AAC(オートエアコン) 　M2/6 (Left blend air flap actuator motor)

　AAC(オートエアコン) 　M2/6(左側エアミックスアクチュエーター)

　AAC(オートエアコン) 　M2/7 (Right blend air flap actuator motor)

　AAC(オートエアコン) 　M2/7(右側エアミックスアクチュエーター)

　AAC(オートエアコン) 　M4/7(Combustion engine and air conditioning with integrated control fan motor)

　AAC(オートエアコン) 　Perfume atomizer generator - Stage 1

　AAC(オートエアコン) 　Perfume atomizer generator - Stage 2

　AAC(オートエアコン) 　Perfume atomizer generator - Stage 3

　AAC(オートエアコン) 　PTC Heater booster

　AAC(オートエアコン) 　R22/3 (Heater booster PTC)

　AAC(オートエアコン) 　Rear blend air flap actuator motor

　AAC(オートエアコン) 　Rear blower motor 100%

　AAC(オートエアコン) 　Rear blower motor 30%

　AAC(オートエアコン) 　Rear heating system delivery unit

　AAC(オートエアコン) 　Recirculated Air Flaps

　AAC(オートエアコン) 　Refrigerant compressor magnetic clutch

　AAC(オートエアコン) 　Right A-pillar air distribution actuator motor

　AAC(オートエアコン) 　Right blend air flap actuator

　AAC(オートエアコン) 　Right B-pillar air distribution actuator motor

　AAC(オートエアコン) 　Right center outlets : Cool

　AAC(オートエアコン) 　Right center outlets : Heat

　AAC(オートエアコン) 　Right center vent air flap actuator motor

　AAC(オートエアコン) 　Right defroster flap actuator

　AAC(オートエアコン) 　Right defroster vents

　AAC(オートエアコン) 　Right footwell flap



　AAC(オートエアコン) 　Right footwell flap actuator

　AAC(オートエアコン) 　Right footwell vent/Center air vent/Side air vent/Rear air vent flap actuator

　AAC(オートエアコン) 　Right footwell vents

　AAC(オートエアコン) 　Right rear center nozzle open/close actuator motor

　AAC(オートエアコン) 　Right side outlet flap actuator motor

　AAC(オートエアコン) 　Side vent : Left

　AAC(オートエアコン) 　Side vent : Right

　AAC(オートエアコン) 　Suction fan

　AAC(オートエアコン) 　Switch and controls illumination

　AAC(オートエアコン) 　Upper/Lower left blending air flap actuator motor

　AAC(オートエアコン) 　Upper/Lower right blending air flap actuator motor

　AAC(オートエアコン) 　Water Valve Left Side

　AAC(オートエアコン) 　Water Valve Right Side

　AAC(オートエアコン) 　Y16/2(Heating system shutoff valve)

　AAC(オートエアコン) 　Y67(リアエアコン冷媒シャットオフバルブ)

　AAC(オートエアコン) 　アイドルアクチュエーター

　AAC(オートエアコン) 　アクティブカーボンフィルターフラップ:[開]プッシュボタン

　AAC(オートエアコン) 　アクティブカーボンフィルターフラップ:[閉]プッシュボタン

　AAC(オートエアコン) 　ウォーターバルブ

　AAC(オートエアコン) 　ウォーターポンプ

　AAC(オートエアコン) 　エアコンコンプレッサー

　AAC(オートエアコン) 　エアフラップ及び内気循環フラップアクチュエーター

　AAC(オートエアコン) 　エアミクスチャ: クーリング

　AAC(オートエアコン) 　エアミクスチャ:ヒーティング

　AAC(オートエアコン) 　エア分配フラップモーター

　AAC(オートエアコン) 　エンジン/エアコンエレクトリックサクションファン

　AAC(オートエアコン) 　エンジン/エアコンコントロールファンモーター

　AAC(オートエアコン) 　コンプレッサー 電磁クラッチ

　AAC(オートエアコン) 　スイッチイルミネーション

　AAC(オートエアコン) 　ステーショナリーヒーターへの要求:[クーリング]モード

　AAC(オートエアコン) 　ステーショナリーヒーターへの要求:[ヒーティング]モード

　AAC(オートエアコン) 　ステーショナリーヒーター作動(クーラー)

　AAC(オートエアコン) 　ステーショナリーヒーター作動(ヒーター)

　AAC(オートエアコン) 　デフロスターベントフラップアクチュエーターモーター

　AAC(オートエアコン) 　ヒーターブースター

　AAC(オートエアコン) 　プッシュボタンコントロールモジュール照明

　AAC(オートエアコン) 　プッシュボタンコントロールモジュール内気温度ブロワー

　AAC(オートエアコン) 　プッシュボタンコントロールモジュール内気温度ブロワー:OFF

　AAC(オートエアコン) 　プッシュボタンコントロールモジュール内気温度ブロワー:ON

　AAC(オートエアコン) 　プッシュボタン制御及びセンター出力照明:OFF

　AAC(オートエアコン) 　プッシュボタン制御及びセンター出力照明:ON

　AAC(オートエアコン) 　ブロワー(ファン1)

　AAC(オートエアコン) 　ブロワー:100%

　AAC(オートエアコン) 　ブロワー:30%

　AAC(オートエアコン) 　ブロワー:OFF

　AAC(オートエアコン) 　ブロワーステージ1

　AAC(オートエアコン) 　ブロワーモーター

　AAC(オートエアコン) 　ブロワーモーター(100%)

　AAC(オートエアコン) 　ブロワーモーター(30%)

　AAC(オートエアコン) 　ポジショニングモーター初期化

　AAC(オートエアコン) 　ポジショニングモーター標準化:スタート

　AAC(オートエアコン) 　リアウインドウデフロスター

　AAC(オートエアコン) 　右側/左側デフロスターフラップアクチュエーター

　AAC(オートエアコン) 　右側/左側足元フラップアクチュエーター

　AAC(オートエアコン) 　右側エアミックスアクチュエーター(クーラー)

　AAC(オートエアコン) 　右側エアミックスアクチュエーター(ヒーター)

　AAC(オートエアコン) 　右側デフロスターベント(開)

　AAC(オートエアコン) 　右側デュオバルブ

　AAC(オートエアコン) 　右側デュオバルブ(開)

　AAC(オートエアコン) 　右側足元フラップ(開)

　AAC(オートエアコン) 　外気導入/内気循環: 外気

　AAC(オートエアコン) 　外気導入/内気循環: 循環

　AAC(オートエアコン) 　外気導入/内気循環フラップ:[開]プッシュボタン

　AAC(オートエアコン) 　外気導入/内気循環フラップ:[閉]プッシュボタン

　AAC(オートエアコン) 　外気導入フラップアクチュエーター

　AAC(オートエアコン) 　外気導入フラップアクチュエーターモーター

　AAC(オートエアコン) 　外気導入フラップ閉(清掃)

　AAC(オートエアコン) 　左側エアミックスアクチュエーター(クーラー)

　AAC(オートエアコン) 　左側エアミックスアクチュエーター(ヒーター)

　AAC(オートエアコン) 　左側デフロスターフラップアクチュエーター

　AAC(オートエアコン) 　左側デフロスターベント(開)

　AAC(オートエアコン) 　左側デュオバルブ

　AAC(オートエアコン) 　左側デュオバルブ(開)

　AAC(オートエアコン) 　左側足元フラップ(開)

　AAC(オートエアコン) 　循環エアバルブ

　AAC(オートエアコン) 　清掃:外気導入フラップ閉

　AAC(オートエアコン) 　清掃:内気循環フラップ閉

　AAC(オートエアコン) 　追加ファンリレー:ステージ1

　AAC(オートエアコン) 　追加ファンリレー:ステージ2

　AAC(オートエアコン) 　電動ファン

　AAC(オートエアコン) 　内気循環フラップアクチュエーターモーター



　AAC(オートエアコン) 　内気循環フラップ閉(清掃)

　AAC(オートエアコン) 　内部温度センサーファンモーター

　AAC(オートエアコン) 　冷却水循環ポンプ

　AAC(オートエアコン) 　冷媒コンプレッサー

　AAC(オートエアコン) 　冷媒コンプレッサースイッチOFF

　AAC(オートエアコン) 　冷媒コンプレッサースイッチON

　AB(エアバッグ) 　アイドルアクチュエーター

　AB(エアバッグ) 　インジェクターシリンダー 1+3+5

　AB(エアバッグ) 　インジェクターシリンダー 2+4+6

　AB(エアバッグ) 　タンクベンチレーションバルブ

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　A7/3 (Traction system hydraulic unit)

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　A7/3m1 (High-pressure and return flow pump)

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　A7/3m1(High pressure and return pump)

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　A7/3y10(rear left solenoid valve, hold pressure)

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　A7/3y11 (Left rear pressure regulating valve (pressure release))

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　A7/3y11(rear left solenoid valve, reduce pressure)

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　A7/3y12(rear right solenoid valve, hold pressure)

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　A7/3y13(rear right solenoid valve, reduce pressure)

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　A7/3y18(front axle switchover solenoid valve)

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　A7/3y19(rear axle switchover solenoid valve)

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　A7/3y22(front axle inlet solenoid valve)

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　A7/3y23(rear axle inlet solenoid valve)

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　A7/3y6(front left solenoid valve, hold pressure)

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　A7/3y7(front left solenoid valve, reduce pressure)

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　A7/3y8(front right solenoid valve, hold pressure)

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　A7/3y9(front right solenoid valve, reduce pressure)

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　FL solenoid valves Hold/reducing pressure

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　FR solenoid valves Hold/reducing pressure

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　High pressure/return flow pump

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　PML speed-sensitive power steering

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　RL solenoid valves Hold/reducing pressure

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　RR solenoid valves Hold/reducing pressure

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　Solenoid valve FL Inlet valve

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　Solenoid valve FL Outlet valve

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　Solenoid valve FR Inlet valve

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　Solenoid valve FR Outlet valve

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　Solenoid valve RL Inlet valve

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　Solenoid valve RL Outlet valve

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　Solenoid valve RR Inlet valve

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　Solenoid valve RR Outlet valve

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　SSパワーステアリング

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　Stop lamp actuation

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　Test cycle (BITE)

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　Tire pressure loss warning

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　Y10 (Speed-sensitive power steering solenoid valve)

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　Y10 (SPS solenoid valve)

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　Y10(SPSソレノイドバルブ)

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　Y10/1 (Power steering pump quantity control valve)

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　アイドルアクチュエーター

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　インジェクターシリンダー 1+3+5

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　インジェクターシリンダー 2+4+6

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　タンクベンチレーションバルブ

　ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　トラクションシステム油圧ユニット

　AGW(オーディオゲートウェイ) 　Balance : Center

　AGW(オーディオゲートウェイ) 　Balance : Left

　AGW(オーディオゲートウェイ) 　Balance : Right

　AGW(オーディオゲートウェイ) 　Display test images on the LCD display : Blank

　AGW(オーディオゲートウェイ) 　Display test images on the LCD display : Checkerboard

　AGW(オーディオゲートウェイ) 　Display test images on the LCD display : Completely actuated

　AGW(オーディオゲートウェイ) 　Display test images on the LCD display : Inverse checkerboard

　AGW(オーディオゲートウェイ) 　Fader : Center

　AGW(オーディオゲートウェイ) 　Fader : Front

　AGW(オーディオゲートウェイ) 　Fader : Rear

　AGW(オーディオゲートウェイ) 　LCD Display Test Blank

　AGW(オーディオゲートウェイ) 　LCD Display Test Horizontal streaks (Slanted)

　AGW(オーディオゲートウェイ) 　LCD Display Test Horizontal streaks (Straight)

　AGW(オーディオゲートウェイ) 　LCD Display Test Left Side Completely Actuated

　AGW(オーディオゲートウェイ) 　LCD Display Test Right Side Completely Actuated

　AGW(オーディオゲートウェイ) 　LCD Display Test Vertical streaks (Slanted)

　AGW(オーディオゲートウェイ) 　LCD Display Test Vertical streaks (Straight)

　AGW(オーディオゲートウェイ) 　Volume : High

　AGW(オーディオゲートウェイ) 　Volume : Low

　AGW(オーディオゲートウェイ) 　Volume : Maximum

　AGW(オーディオゲートウェイ) 　Volume : Medium

　AGW(オーディオゲートウェイ) 　Volume : Off

　AHE(トレーラー認識) 　Backup lamp

　AHE(トレーラー認識) 　Indicator lamp 'Trailer hitch LOCKED'

　AHE(トレーラー認識) 　LED of component Trailer recognition

　AHE(トレーラー認識) 　Left Tail Light

　AHE(トレーラー認識) 　Left taillamp

　AHE(トレーラー認識) 　Left turn signal



　AHE(トレーラー認識) 　Right Tail Light

　AHE(トレーラー認識) 　Right taillamp

　AHE(トレーラー認識) 　Right turn signal

　AHE(トレーラー認識) 　インジケーターランプ(トレーラーヒッチロック)

　AHE(トレーラー認識) 　ストップランプ

　AHE(トレーラー認識) 　ターンシグナルランプ(右)

　AHE(トレーラー認識) 　ターンシグナルランプ(左)

　AHE(トレーラー認識) 　テールランプ(右)

　AHE(トレーラー認識) 　テールランプ(左)

　AHE(トレーラー認識) 　トレーラーランプ

　AHE(トレーラー認識) 　ブレーキランプ

　AHE(トレーラー認識) 　リアフォグランプ

　AHE(トレーラー認識) 　リバースランプ

　AMG駆動ユニット 　Actuation of red LED in suspension button

　AMG駆動ユニット 　Actuation of switch and controls illumination

　AMG駆動ユニット 　Function lighting in switch S192 (AMG DRIVE UNIT transmission mode adjustment rotary switch) : Comfort

　AMG駆動ユニット 　Function lighting in switch S192 (AMG DRIVE UNIT transmission mode adjustment rotary switch) : Manual

　AMG駆動ユニット 　Function lighting in switch S192 (AMG DRIVE UNIT transmission mode adjustment rotary switch) : Race start

　AMG駆動ユニット 　Function lighting in switch S192 (AMG DRIVE UNIT transmission mode adjustment rotary switch) : Sport

　AMG駆動ユニット 　Function lighting in switch S192 (AMG DRIVE UNIT transmission mode adjustment rotary switch) : Sport plus

　AMG駆動ユニット 　LEDs of component 'S192 (Transmission mode rotary switch)'

　AMG駆動ユニット 　Switch and controls illumination

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Additional stop light

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Central Locking Rear End Door Open

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Central Locking Right Rear Door Close

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Central Locking Right Rear Door Open

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Door Entry/Exit Lamp Rear Left

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Door Entry/Exit Lamp Rear Right

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Door Inside Handle Lamp

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Fuel filler cap Unlock

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　LED in switch Trunk lid emergency opening

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Left stop light

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　License Plate Lamp Left

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　License Plate Lamp Right

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　License plate lights left

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　License plate lights right

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Locking of rear door

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Rear blind Lower

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Rear blind Raise

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Rear Fog Lamp Left

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Rear Fog Lamp Right

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Rear foglight inside Left

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Rear foglight inside Right

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Rear foglight outside Left

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Rear foglight outside Right

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Rear window defroster relay

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Rear Wiper Relay

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Reversing Lamp Left

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Reversing Lamp Right

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Reversing lights Left

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Reversing lights Right

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Right stop light

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Socket Circuit 15R Relay (With Run On)

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Spare 1 (Changeover Contact), Spare 2 (Normally Open Contact), Trailer Circuit 30 Relay

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Stop Lamp Center

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Stop Lamp Left

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Stop Lamp Right

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Stop light Trunk lid

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Stop lights Center high-mounted stop lamp

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Stop lights Left

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Stop lights Right

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Tail Lamp Left

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Tail Lamp Right

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Tail light inside Left

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Tail light inside Right

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Tail light outside Left

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Tail light outside Right

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Trunk lamps Left

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Trunk lamps Right

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Turn Signal Lamp Left

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Turn Signal Lamp Right

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Turn signal lights inside Left

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Turn signal lights inside Right

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Turn signal lights outside Left

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　Turn signal lights outside Right

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　ストップランプ

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　ストップランプ(アディショナルストップランプ)

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　ストップランプ(右側ストップランプ)

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　ストップランプ(左側ストップランプ)

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　ターミナル15Rリレー

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　ターミナル15Rリレー1



　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　ターミナル15Rリレー2

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　ターンシグナルランプ

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　テールランプ

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　トランクランプ

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　トランクリッドロック解除

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　ヒーター付きリアウインドウリレー

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　リアウインドウデフロスター

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　リアガラス

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　リアフォグランプ

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　リアワイパー

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　リア左フォグランプ

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　リバースランプ

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　燃料給油口キャップ(ロック)

　ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション) 　番号灯

　AVE-H(リアオーディオビデオユニット) 　Black test image

　AVE-H(リアオーディオビデオユニット) 　Blue test image

　AVE-H(リアオーディオビデオユニット) 　Green test image

　AVE-H(リアオーディオビデオユニット) 　Headphone test (Output of test tone)

　AVE-H(リアオーディオビデオユニット) 　Output of audio and video signal from AUX jack on rear monitors

　AVE-H(リアオーディオビデオユニット) 　Output of audio and video signal from CD/DVD drive on rear monitors

　AVE-H(リアオーディオビデオユニット) 　Output of test tone (Headphone test)

　AVE-H(リアオーディオビデオユニット) 　Red test image

　AVE-H(リアオーディオビデオユニット) 　Signal from AUX inlet 1

　AVE-H(リアオーディオビデオユニット) 　Signal from AUX inlet 2

　AVE-H(リアオーディオビデオユニット) 　Signal from AUX inlet 3 (Test screen 'TV')

　AVE-H(リアオーディオビデオユニット) 　Signal from AUX inlet 4

　AVE-H(リアオーディオビデオユニット) 　Test image 'DVD drive'

　AVE-H(リアオーディオビデオユニット) 　Test image 'vertical streaks'

　AVE-H(リアオーディオビデオユニット) 　White test image

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　A1e58(Engine diagnosis indicator lamp)

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Actuation of exhaust gas recirculation : Close

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Actuation of exhaust gas recirculation : Open

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　AdBlue delivery pump

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　AdBlue extraction pump

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　AdBlue metering valve - 5%

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　AdBlue metering valve - 50%

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　AdBlue metering valve : AdBlue metering valve in mode 'Fast'

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　AdBlue metering valve : AdBlue metering valve in mode 'Slow'

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　AdBlue pressure line heating element

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　AdBlue reversing valve : Switching of reversing valve in direction 'AdBlue metering valve'

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　AdBlue reversing valve : Switching of reversing valve in direction 'AdBlue tank'

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　AdBlue tank heating element

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Auxiliary battery relay

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Boost pressure control pressure transducer

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Bypass flap 'Exhaust gas recirculation cooler'

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Coupling relay battery

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Cutoff relay for interruptible loads

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Engine oil pump valve

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Engine Speed

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Exhaust camshaft solenoid

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Exhaust gas recirculation valve

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Fuel filter heater

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Fuel injector shutoff - Cylinder 1

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Fuel injector shutoff - Cylinder 2

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Fuel injector shutoff - Cylinder 3

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Fuel injector shutoff - Cylinder 4

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Fuel injectors cut off - Cylinder 1

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Fuel injectors cut off - Cylinder 2

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Fuel injectors cut off - Cylinder 3

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Fuel injectors cut off - Cylinder 4

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Fuel injectors cut off - Cylinder 5

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Fuel injectors cut off - Cylinder 6

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Fuel injectors cut off - Cylinder 7

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Fuel injectors cut off - Cylinder 8

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Fuel pump off

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Glow output stage

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Governed oil pump

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Heating : A103/1r1 (AdBlue(R) tank heating element)

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Heating : A103/1r2 (AdBlue(R) pressure line heating element)

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Heating : A103/2r1 (AdBlue(R) delivery module heating element)

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Heating element Crankcase ventilation system

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Heating element Thermostat

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　High fuel pressure

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Indicator lamp 'MIL'

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Injector shutoff (main injection) : Cylinder 1

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Injector shutoff (main injection) : Cylinder 2

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Injector shutoff (main injection) : Cylinder 3

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Injector shutoff (main injection) : Cylinder 4

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Injector shutoff (preinjection and main injection) : Cylinder 1

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Injector shutoff (preinjection and main injection) : Cylinder 2

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Injector shutoff (preinjection and main injection) : Cylinder 3



　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Injector shutoff (preinjection and main injection) : Cylinder 4

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Injector shutoff (preinjection) : Cylinder 1

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Injector shutoff (preinjection) : Cylinder 2

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Injector shutoff (preinjection) : Cylinder 3

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Injector shutoff (preinjection) : Cylinder 4

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Injector shutoff : Cylinder 1

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Injector shutoff : Cylinder 2

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Injector shutoff : Cylinder 3

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Injector shutoff : Cylinder 4

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Injector shutoff : Cylinder 5

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Injector shutoff : Cylinder 6

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Intake camshaft solenoid

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Internal charge transformer

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Left exhaust camshaft solenoid

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Left intake camshaft solenoid

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　M13/7 (Transmission oil cooler circulation pump)

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　M14/3 (Glow output stage)

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　M14/3 (Glow time output stage)

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　M16/6(スロットルバルブアクチュエーター)

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　M3(Fuel pump)

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　M33(electric air pump)

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　M4/7(Combustion engine and air conditioning with integrated control fan motor)

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　M4/7(統合制御付きエンジン及びエアコンエレクトリックサクションファン)

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　M55 (Inlet port shutoff motor)

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　M55 (Inlet port shutoff motor) : Close

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　M55 (Inlet port shutoff motor) : Open

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　M55(Intake port shutoff actuator motor)

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　M59 (Intake manifold swirl flap actuator motor)

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Mixture formation

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Pressure transducer 'Boost pressure control flap'

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Pressure transducer 'Wastegate'

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Purging switchover valve

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Quantity control valve

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　R39/1 (Vent line heating element)

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　R39/1(ベントケーブルヒーターエレメント)

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　R39/2 (Wide open throttle operation vent line heating element)

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Rail pressure reduction

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Right exhaust camshaft solenoid

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Right intake camshaft solenoid

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Shutoff valve Oil spray nozzles

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Y101(Deceleration air switchover valve)

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Y130 (Engine oil pump valve)

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Y133(Coolant pump switchover valve)

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Y16/2 (Heating system shutoff valve) : Close

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Y16/2 (Heating system shutoff valve) : Open

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Y27/9 (Left EGR positioner) : Close

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Y27/9 (Left EGR positioner) : Open

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Y27/9(Exhaust gas recirculation actuator)

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Y31/4 (Wastegate control pressure transducer)

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Y32 (Air pump switchover valve) : Close

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Y32 (Air pump switchover valve) : Open

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Y49/1 (Intake camshaft solenoid)

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Y49/1 (Intake camshaft solenoid) : Maximum adjustment

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Y49/2 (Exhaust camshaft solenoid)

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Y49/2 (Exhaust camshaft solenoid) : Maximum adjustment

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Y49/8 (Intake camshaft valve lift switching actuator)

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Y58/1(Purging switchover valve)

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Y58/13 (Heat exchanger shutoff valve)

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Y76/1 (Cylinder 1 fuel injector) Switch off

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Y76/2 (Cylinder 2 fuel injector) Switch off

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Y76/3 (Cylinder 3 fuel injector) Switch off

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Y76/4 (Cylinder 4 fuel injector) Switch off

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Y77/1 (Boost pressure regulator) : 10%

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Y77/1 (Boost pressure regulator) : 90%

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Y77/1 (Boost pressure regulator) : The on/off ratio is set to 10%

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Y77/1 (Boost pressure regulator) : The on/off ratio is set to 90%

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Y77/1(Boost pressure positioner)

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Y84 (Radiator shutters actuator)

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Y85(Exhaust gas recirculation cooler bypass switchover valve)

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Y93 (Boost pressure control flap pressure transducer)

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　Y94(数量コントロールバルブ)

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　スロットルバルブ

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　スロットルバルブアクチュエーター

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　フューエルポンプ

　BNS・BMS(バッテリーセンサー) 　静止電流カットアウトリレー

　CC(クルーズコントロール) 　PWMバルブKUB

　CC(クルーズコントロール) 　R/Pロック

　CC(クルーズコントロール) 　シフトバルブ

　CC(クルーズコントロール) 　シフト圧力コントロールバルブ

　CC(クルーズコントロール) 　変圧制御バルブ

　CDI3 　シリンダー1 インジェクターカットオフテスト



　CDI3 　シリンダー1 インジェクターカットオフテスト(パイロット)

　CDI3 　シリンダー2 インジェクターカットオフテスト

　CDI3 　シリンダー2 インジェクターカットオフテスト(パイロット)

　CDI3 　シリンダー3 インジェクターカットオフテスト

　CDI3 　シリンダー3 インジェクターカットオフテスト(パイロット)

　CDI3 　シリンダー4 インジェクターカットオフテスト

　CDI3 　シリンダー4 インジェクターカットオフテスト(パイロット)

　CDI4 　LINバス付き200Aオルタネータ(G2/6)

　CDI4 　フューエルインジェクター(Y76) #1

　CDI4 　フューエルインジェクター(Y76) #2

　CDI4 　フューエルインジェクター(Y76) #3

　CDI4 　フューエルインジェクター(Y76) #4

　CDI4 　フューエルポンプ(M3/3m1)

　CDID 　Boost pressure positioner

　CDID 　インジェクターシリンダー1シャットオフ

　CDID 　インジェクターシリンダー2シャットオフ

　CDID 　インジェクターシリンダー3シャットオフ

　CDID 　インジェクターシリンダー4シャットオフ

　CDID 　スロットルバルブ

　CDID2 　Boost pressure positioner

　CDID2 　インジェクターシリンダー1シャットオフ

　CDID2 　インジェクターシリンダー2シャットオフ

　CDID2 　インジェクターシリンダー3シャットオフ

　CDID2 　インジェクターシリンダー4シャットオフ

　CDID2 　スロットルバルブ

　COU [ZBE](オーディオ・コマンドオペレーティングユニット) 　Central operating unit

　COU [ZBE](オーディオ・コマンドオペレーティングユニット) 　Status LEDs

　COU [ZBE](オーディオ・コマンドオペレーティングユニット) 　Symbol illumination audio/COMAND control panel

　COU [ZBE](オーディオ・コマンドオペレーティングユニット) 　スイッチイルミネーション

　CR 　チャージ圧力ポジショナー

　CR 　高圧ポンプ エレメントシャットオフ

　CR43 　A1e58(Engine diagnosis indicator lamp)

　CR43 　Actuation of exhaust gas recirculation : Close

　CR43 　Actuation of exhaust gas recirculation : Open

　CR43 　Engine Speed

　CR43 　Fuel injector shutoff - Cylinder 1

　CR43 　Fuel injector shutoff - Cylinder 2

　CR43 　Fuel injector shutoff - Cylinder 3

　CR43 　Fuel injector shutoff - Cylinder 4

　CR43 　Fuel injectors cut off - Cylinder 1

　CR43 　Fuel injectors cut off - Cylinder 2

　CR43 　Fuel injectors cut off - Cylinder 3

　CR43 　Fuel injectors cut off - Cylinder 4

　CR43 　Fuel injectors cut off - Cylinder 5

　CR43 　Fuel injectors cut off - Cylinder 6

　CR43 　Fuel injectors cut off - Cylinder 7

　CR43 　Fuel injectors cut off - Cylinder 8

　CR43 　High fuel pressure

　CR43 　Injector shutoff (main injection) : Cylinder 1

　CR43 　Injector shutoff (main injection) : Cylinder 2

　CR43 　Injector shutoff (main injection) : Cylinder 3

　CR43 　Injector shutoff (main injection) : Cylinder 4

　CR43 　Injector shutoff (preinjection) : Cylinder 1

　CR43 　Injector shutoff (preinjection) : Cylinder 2

　CR43 　Injector shutoff (preinjection) : Cylinder 3

　CR43 　Injector shutoff (preinjection) : Cylinder 4

　CR43 　Injector shutoff : Cylinder 1

　CR43 　Injector shutoff : Cylinder 2

　CR43 　Injector shutoff : Cylinder 3

　CR43 　Injector shutoff : Cylinder 4

　CR43 　Injector shutoff : Cylinder 5

　CR43 　Injector shutoff : Cylinder 6

　CR43 　Left exhaust camshaft solenoid

　CR43 　Left intake camshaft solenoid

　CR43 　M13/7 (Transmission oil cooler circulation pump)

　CR43 　M14/3 (Glow output stage)

　CR43 　M14/3 (Glow time output stage)

　CR43 　M16/6(スロットルバルブアクチュエーター)

　CR43 　M3(Fuel pump)

　CR43 　M33(electric air pump)

　CR43 　M4/7(Combustion engine and air conditioning with integrated control fan motor)

　CR43 　M4/7(統合制御付きエンジン及びエアコンエレクトリックサクションファン)

　CR43 　M55 (Inlet port shutoff motor)

　CR43 　M55 (Inlet port shutoff motor) : Close

　CR43 　M55 (Inlet port shutoff motor) : Open

　CR43 　M55(Intake port shutoff actuator motor)

　CR43 　M59 (Intake manifold swirl flap actuator motor)

　CR43 　Mixture formation

　CR43 　Purging switchover valve

　CR43 　R39/1 (Vent line heating element)

　CR43 　R39/1(ベントケーブルヒーターエレメント)



　CR43 　R39/2 (Wide open throttle operation vent line heating element)

　CR43 　Rail pressure reduction

　CR43 　Right exhaust camshaft solenoid

　CR43 　Right intake camshaft solenoid

　CR43 　Y101(Deceleration air switchover valve)

　CR43 　Y130 (Engine oil pump valve)

　CR43 　Y133(Coolant pump switchover valve)

　CR43 　Y16/2 (Heating system shutoff valve) : Close

　CR43 　Y16/2 (Heating system shutoff valve) : Open

　CR43 　Y27/9 (Left EGR positioner) : Close

　CR43 　Y27/9 (Left EGR positioner) : Open

　CR43 　Y27/9(Exhaust gas recirculation actuator)

　CR43 　Y31/4 (Wastegate control pressure transducer)

　CR43 　Y32 (Air pump switchover valve) : Close

　CR43 　Y32 (Air pump switchover valve) : Open

　CR43 　Y49/1 (Intake camshaft solenoid)

　CR43 　Y49/1 (Intake camshaft solenoid) : Maximum adjustment

　CR43 　Y49/2 (Exhaust camshaft solenoid)

　CR43 　Y49/2 (Exhaust camshaft solenoid) : Maximum adjustment

　CR43 　Y49/8 (Intake camshaft valve lift switching actuator)

　CR43 　Y58/1(Purging switchover valve)

　CR43 　Y58/13 (Heat exchanger shutoff valve)

　CR43 　Y76/1 (Cylinder 1 fuel injector) Switch off

　CR43 　Y76/2 (Cylinder 2 fuel injector) Switch off

　CR43 　Y76/3 (Cylinder 3 fuel injector) Switch off

　CR43 　Y76/4 (Cylinder 4 fuel injector) Switch off

　CR43 　Y77/1 (Boost pressure regulator) : 10%

　CR43 　Y77/1 (Boost pressure regulator) : 90%

　CR43 　Y77/1 (Boost pressure regulator) : The on/off ratio is set to 10%

　CR43 　Y77/1 (Boost pressure regulator) : The on/off ratio is set to 90%

　CR43 　Y77/1(Boost pressure positioner)

　CR43 　Y84 (Radiator shutters actuator)

　CR43 　Y85(Exhaust gas recirculation cooler bypass switchover valve)

　CR43 　Y93 (Boost pressure control flap pressure transducer)

　CR43 　Y94(数量コントロールバルブ)

　CR43 　スロットルバルブアクチュエーター

　CR43 　フューエルポンプ

　DAB・SDAR(デジタル・サテライトラジオ) 　Actuation of fan on Sound amplifier

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Actuation Central locking : Close

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Actuation Central locking : Open

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Actuation Power window : Down

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Actuation Power window : Up

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Additional turn signal light in exterior mirror

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　ALL LEDs

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Ambient illumination left front door - 1

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Ambient illumination left front door - 2

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Ambient illumination left outside mirror

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Bautil

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Blind spot assist

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Central Locking

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Central locking : Close

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Central locking : Open

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Central locking CLOSE

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Central locking 'Left front door'

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Central locking left front door - Lock

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Central locking left front door - Unlock

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Central locking 'Left front door' : Lock

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Central locking 'Left front door' : Unlock

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Central locking OPEN

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Childproof locks

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Door handle illumination left front door

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Door handle illumination 'Left front door'

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Door handle recess and trim strip illumination

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Door interior lighting

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　E17/11(フロント左ドア室内ハンドルイルミネーション)

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　E17/3(Left door entrance/exit lamp)

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　E6/5(左側エクステリアミラーターンシグナルランプ)

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Exit and warning lamp left front door

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Exit and warning lamp 'Left front door'

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　EXITランプ

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Exterior Mirror Dimming

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Exterior Mirror Heater

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Exterior Mirror Housing Adjustment Fold In

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Exterior Mirror Housing Adjustment Fold Out

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Exterior Mirror Housing Fond In

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Exterior Mirror Housing Fond Out

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Exterior Mirror Lens Adjustment Down

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Exterior Mirror Lens Adjustment Left

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Exterior Mirror Lens Adjustment Right

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Exterior Mirror Lens Adjustment Up

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Exterior Mirror Lens Down



　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Exterior Mirror Lens Left

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Exterior Mirror Lens Right

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Exterior Mirror Lens Up

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Exterior Mirror Memory Move Position 1

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Exterior Mirror Memory Move Position 2

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Exterior Mirror Memory Move Position 3

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Exterior Mirror Memory Store Position 1

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Exterior Mirror Memory Store Position 2

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Exterior Mirror Memory Store Position 3

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Front left power window Lowering

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Front left power window Raising

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　LED of switch 'Child safety lock'

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　LED of switch 'Left mirror selection'

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　LED of switch 'Left outside mirror adjustment'

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　LED of switch 'Right mirror selection'

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　LED of switch 'Right outside mirror adjustment'

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　LED Trunk lid opened

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　LED Trunk Lid Remote Release

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　LEDChildproof lock activated

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Left Door Entrance/Exit Lamp

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Left front door outer door handle illumination

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Left front power window - Down

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Left front power window - Up

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Left front power window : Lowering

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Left front power window : Raising

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Left memory function - 1

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Left memory function - 2

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Left memory function - 3

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Left mirror heater

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Left mirror selection switch LED

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Left outside mirror adjustment - Down

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Left outside mirror adjustment - Left

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Left outside mirror adjustment - Right

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Left outside mirror adjustment - Up

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Left outside mirror adjustment : Down

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Left outside mirror adjustment : Left

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Left outside mirror adjustment : Right

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Left outside mirror adjustment : Up

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Lighting S15/3 (Open and Close Switch for Rear-end Door, Driver)

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　M21/1hr1 (Mirror heater)

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　M21/1m3 (Mirror fold-in motor) : Fold in

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　M21/1m3 (Mirror fold-in motor) : Fold out

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Memory Mirror position 1

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Memory Mirror position 2

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Memory Mirror position 3

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Mirror Fold In

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Mirror Fold Out

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Mirror housing adjustment : Fold-in

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Mirror housing adjustment : Fold-out

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Mirror housing adjustment Fold in

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Mirror housing adjustment Fold out

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Mirror lens adjustment : DOWN

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Mirror lens adjustment : LEFT

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Mirror lens adjustment : RIGHT

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Mirror lens adjustment : UP

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Mirror lens adjustment Left

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Mirror lens adjustment Right

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Mirror lens adjustment to the down

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Mirror lens adjustment to the up

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Mirror memory : Position 1

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Mirror memory : Position 2

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Mirror memory : Position 3

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Mirror memory Position 1

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Mirror memory Position 2

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Mirror memory Position 3

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Perform actuation of the exterior mirror : Mirror heater

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Perform actuation of the lights : Additional turn signal light in exterior mirror

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Perform actuation of the lights : Exit light

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Perform actuation of the lights : Terminal 58d

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Rearview mirrors heater

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Rearview mirrors housing adjustment Fold in

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Rearview mirrors housing adjustment Fold out

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Rearview mirrors lens adjustment down

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Rearview mirrors lens adjustment to the left

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Rearview mirrors lens adjustment to the right

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Rearview mirrors lens adjustment up

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Rearview mirrors memory Move mirror lens into position 1

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Rearview mirrors memory Move mirror lens into position 2

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Rearview mirrors memory Move mirror lens into position 3

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Rearview mirrors memory Store position 1

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Rearview mirrors memory Store position 2



　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Rearview mirrors memory Store position 3

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Right mirror selection switch LED

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Seat heater LED

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Seat ventilation LED

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Switch illumination left front door

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Switch illumination 'Left front door'

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Switch illumination( Terminal 58d )

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Trunk lid remote release LED

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　Turn signal lamp in left outside mirror

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　エクステリアバックミラー(ヒーター)

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　エクステリアバックミラー(メモリー位置1)

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　エクステリアバックミラー(メモリー位置2)

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　エクステリアバックミラー(メモリー位置3)

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　エクステリアバックミラー(格納)

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　エクステリアバックミラー(左/右)

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　エクステリアバックミラー(上/下)

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　エクステリアバックミラー(調光)

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　サーチ照明スイッチ

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　スイッチイルミネーション

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　スイッチイルミネーションターミナル58D

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　チャイルドプルーフロックランプ

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　ドアロック/ロック解除

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　パワーウインドウ

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　パワーウインドウ:オートオープン

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　パワーウインドウ:オートクローズ

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　パワーウインドウ:マニュアルオープン

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　パワーウインドウ:マニュアルクローズ

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　フロント左ドアエントリー/エグジットランプ

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　フロント左ドアハンドル照明

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　フロント左ドア警告ランプ

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　フロント左ドア室内ハンドルイルミネーション

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　ミラーヒーター

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　ミラーレンズ:アップ

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　ミラーレンズ:ダウン

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　ミラーレンズ:右

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　ミラーレンズ:左

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　ミラーレンズ駆動(ポジション1)

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　ミラーレンズ駆動(ポジション2)

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　ミラーレンズ設定(ポジション1)

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　ミラーレンズ設定(ポジション2)

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　ミラーレンズ調整(右)

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　ミラーレンズ調整(下)

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　ミラーレンズ調整(左)

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　ミラーレンズ調整(左/右)

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　ミラーレンズ調整(上)

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　ミラーレンズ調整(上/下)

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　ミラー調光

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　右側エクステリアミラー調節スイッチランプ

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　機能ランプ

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　左側エクステリアミラー アンビエントライト

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　左側エクステリアミラーターンシグナルランプ

　DCM-FL(フロント左ドアコントロール) 　左側エクステリアミラー調節スイッチランプ

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Actuation Central locking : Close

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Actuation Central locking : Open

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Actuation Power window : Down

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Actuation Power window : Up

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Additional turn signal light in exterior mirror

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　ALL LEDs

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Ambient illumination Right front door - 1

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Ambient illumination Right front door - 2

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Ambient illumination Right outside mirror

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Bautil

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Blind spot assist

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Central Locking

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Central locking : Close

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Central locking : Open

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Central locking CLOSE

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Central locking OPEN

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Central locking 'Right front door'

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Central locking Right front door - Lock

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Central locking Right front door - Unlock

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Central locking 'Right front door' : Lock

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Central locking 'Right front door' : Unlock

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Door handle illumination Right front door

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Door handle illumination 'Right front door'

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Door handle recess and trim strip illumination

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Door interior lighting

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　E17/12(フロント右ドア室内ハンドルイルミネーション)

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　E17/4(Right door entrance/exit lamp)

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　E6/6(Right exterior mirror turn signal lamp)

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Exit and warning lamp Right front door



　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Exit and warning lamp 'Right front door'

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　EXITランプ

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Exterior Mirror Heater

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Exterior Mirror Housing Adjustment Fold In

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Exterior Mirror Housing Adjustment Fold Out

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Exterior Mirror Housing Fond In

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Exterior Mirror Housing Fond Out

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Exterior Mirror Lens Adjustment Down

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Exterior Mirror Lens Adjustment Left

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Exterior Mirror Lens Adjustment Right

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Exterior Mirror Lens Adjustment Up

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Exterior Mirror Lens Down

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Exterior Mirror Lens Left

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Exterior Mirror Lens Right

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Exterior Mirror Lens Up

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Exterior Mirror Memory Move Position 1

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Exterior Mirror Memory Move Position 2

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Exterior Mirror Memory Move Position 3

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Exterior Mirror Memory Store Position 1

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Exterior Mirror Memory Store Position 2

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Exterior Mirror Memory Store Position 3

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Exterior Mirror Park Position

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Front passenger exterior mirror in park position

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Front right power window Lowering

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Front right power window Raising

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　LED Trunk Lid Remote Release

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Left or Right seat adjustment selection switch LED

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　M21/2hr1 (Mirror heater)

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　M21/2m3 (Mirror fold-in motor) : Fold in

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　M21/2m3 (Mirror fold-in motor) : Fold out

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Memory Mirror position 1

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Memory Mirror position 2

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Memory Mirror position 3

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Mirror Fold In

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Mirror Fold Out

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Mirror housing adjustment : Fold-in

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Mirror housing adjustment : Fold-out

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Mirror housing adjustment Fold in

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Mirror housing adjustment Fold out

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Mirror lens adjustment : DOWN

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Mirror lens adjustment : LEFT

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Mirror lens adjustment : Park position

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Mirror lens adjustment : RIGHT

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Mirror lens adjustment : UP

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Mirror lens adjustment Left

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Mirror lens adjustment Right

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Mirror lens adjustment to the down

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Mirror lens adjustment to the up

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Mirror memory : Position 1

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Mirror memory : Position 2

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Mirror memory : Position 3

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Mirror memory Driving position

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Mirror memory Position 1

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Mirror memory Position 2

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Mirror memory Position 3

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Mirror memory Reversing position

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Perform actuation of the exterior mirror : Mirror heater

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Perform actuation of the lights : Additional turn signal light in exterior mirror

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Perform actuation of the lights : Exit lamps

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Perform actuation of the lights : Terminal 58d

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Rearview mirrors heater

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Rearview mirrors housing adjustment Fold in

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Rearview mirrors housing adjustment Fold out

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Rearview mirrors lens adjustment down

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Rearview mirrors lens adjustment to the left

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Rearview mirrors lens adjustment to the right

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Rearview mirrors lens adjustment up

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Rearview mirrors memory Move mirror lens into position 1

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Rearview mirrors memory Move mirror lens into position 2

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Rearview mirrors memory Move mirror lens into position 3

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Rearview mirrors memory Store position 1

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Rearview mirrors memory Store position 2

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Rearview mirrors memory Store position 3

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Right Door Entrance/Exit Lamp

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Right front door outer door handle illumination

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Right front power window - Down

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Right front power window - Up

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Right front power window : Lowering

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Right front power window : Raising

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Right memory function - 1

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Right memory function - 2



　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Right memory function - 3

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Right mirror heater

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Right outside mirror adjustment - Down

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Right outside mirror adjustment - Left

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Right outside mirror adjustment - Right

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Right outside mirror adjustment - Up

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Right outside mirror adjustment : Down

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Right outside mirror adjustment : Left

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Right outside mirror adjustment : Right

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Right outside mirror adjustment : Up

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Seat heater LED

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Seat ventilation LED

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Switch illumination Right front door

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Switch illumination 'Right front door'

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Switch illumination( Terminal 58d )

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　Turn signal lamp in right outside mirror

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　エクステリアバックミラー(ヒーター)

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　エクステリアバックミラー(メモリー位置1)

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　エクステリアバックミラー(メモリー位置2)

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　エクステリアバックミラー(メモリー位置3)

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　エクステリアバックミラー(格納)

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　エクステリアバックミラー(左/右)

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　エクステリアバックミラー(上/下)

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　エクステリアバックミラー(調光)

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　サーチ照明スイッチ

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　スイッチイルミネーション

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　スイッチイルミネーションターミナル58D

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　チャイルドプルーフロックランプ

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　ドアロック/ロック解除

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　パワーウインドウ

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　パワーウインドウ:オートオープン

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　パワーウインドウ:オートクローズ

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　パワーウインドウ:マニュアルオープン

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　パワーウインドウ:マニュアルクローズ

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　フロント右ドアエントリー/エグジットランプ

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　フロント右ドアハンドル照明

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　フロント右ドア警告ランプ

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　フロント右ドア室内ハンドルイルミネーション

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　フロント左ドアエントリー/エグジットランプ

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　ミラー P位置

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　ミラーヒーター

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　ミラーレンズ:アップ

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　ミラーレンズ:ダウン

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　ミラーレンズ:右

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　ミラーレンズ:左

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　ミラーレンズ駆動(ポジション1)

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　ミラーレンズ駆動(ポジション2)

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　ミラーレンズ設定(ポジション1)

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　ミラーレンズ設定(ポジション2)

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　ミラーレンズ調整(右)

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　ミラーレンズ調整(下)

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　ミラーレンズ調整(左)

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　ミラーレンズ調整(左/右)

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　ミラーレンズ調整(上)

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　ミラーレンズ調整(上/下)

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　ミラー調光

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　右側エクステリアミラー アンビエントライト

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　右側エクステリアミラーターンシグナルランプ

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　右側エクステリアミラー調節スイッチランプ

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　機能ランプ

　DCM-FR(フロント右ドアコントロール) 　左側エクステリアミラー調節スイッチランプ

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Actuate orientation lighting

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Actuation Central locking : Close

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Actuation Central locking : Open

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Actuation Switch illumination

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Ambient illumination Left rear door - 1

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Ambient illumination Left rear door - 2

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Central Locking

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Central locking CLOSE

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Central locking Left rear door - Lock

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Central locking Left rear door - Unlock

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Central locking OPEN

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Childproof locks

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Cigarette lighter

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Door handle illumination

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Door handle illumination Left rear door

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Door handle recess and trim strip illumination

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　E17/13(Left rear door inside handle illumination)

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　E17/5(リア左ドアエントリー/エグジットランプ)

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Exit and warning lamp

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Exit and warning lamp Left rear door



　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　EXITランプ

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Left rear door outer door handle illumination

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Left rear power window - Down

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Left rear power window - Up

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Left rear power window : Lowering

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Left rear power window : Raising

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Power window DOWN

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Power window UP

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Rear left power window

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Rear left power window : Lowering

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Rear left power window : Raising

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Rear left power window Lowering

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Rear left power window Raising

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Rear right power window

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Rear right power window : Lowering

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Rear right power window : Raising

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Seat heater LED

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Seat ventilation LED

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Switch illumination Left rear door

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　Switch illumination 'Left rear door'

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　サーチ照明スイッチ

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　スイッチイルミネーション

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　スイッチイルミネーションターミナル58D

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　パワーウインドウ

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　リア左ドアエントリー/エグジットランプ

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　リア左ドアハンドル照明

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　リア左ドア警告ランプ

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　リア左ドア室内ハンドルイルミネーション

　DCM-RL(リア左ドアコントロール) 　機能ランプ

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　Actuation Central locking : Close

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　Actuation Central locking : Open

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　Actuation Switch illumination

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　Ambient illumination Right rear door - 1

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　Ambient illumination Right rear door - 2

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　Central Locking

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　Central locking CLOSE

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　Central locking OPEN

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　Central locking Right rear door - Lock

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　Central locking Right rear door - Unlock

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　Childproof locks

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　Cigarette lighter

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　Door handle illumination

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　Door handle illumination Right rear door

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　Door handle recess and trim strip illumination

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　E17/14(Right rear door inside handle illumination)

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　E17/6(リア右ドアエントリー/エグジットランプ)

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　Exit and warning lamp

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　Exit and warning lamp Right rear door

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　Front or rear seat adjustment selection switch

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　Power window DOWN

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　Power window UP

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　Rear right power window Lowering

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　Rear right power window Raising

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　Right rear door outer door handle illumination

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　Right rear power window - Down

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　Right rear power window - Up

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　Right rear power window : Lowering

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　Right rear power window : Raising

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　Seat heater LED

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　Seat ventilation LED

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　Switch illumination Right rear door

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　Switch illumination 'Right rear door'

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　サーチ照明スイッチ

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　スイッチイルミネーション

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　スイッチイルミネーションターミナル58D

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　パワーウインドウ

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　リア右ドアエントリー/エグジットランプ

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　リア右ドアハンドル照明

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　リア右ドア警告ランプ

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　リア右ドア室内ハンドルイルミネーション

　DCM-RR(リア右ドアコントロール) 　機能ランプ

　D-FOL(リア左ディスプレー) 　Output of audio and video signal from AUX jack on control unit 'Left rear screen'

　D-FOL(リア左ディスプレー) 　Output of test tone (Test of headphones output)

　D-FOL(リア左ディスプレー) 　Test image Black

　D-FOL(リア左ディスプレー) 　Test image Blue

　D-FOL(リア左ディスプレー) 　Test image Color display

　D-FOL(リア左ディスプレー) 　Test image Gray

　D-FOL(リア左ディスプレー) 　Test image Green

　D-FOL(リア左ディスプレー) 　Test image Red

　D-FOL(リア左ディスプレー) 　Test image White

　D-FOR(リア右ディスプレー) 　Output of audio and video signal from AUX jack on control unit 'Right rear screen'



　D-FOR(リア右ディスプレー) 　Output of test tone (Test of headphones output)

　D-FOR(リア右ディスプレー) 　Test image Black

　D-FOR(リア右ディスプレー) 　Test image Blue

　D-FOR(リア右ディスプレー) 　Test image Color display

　D-FOR(リア右ディスプレー) 　Test image Gray

　D-FOR(リア右ディスプレー) 　Test image Green

　D-FOR(リア右ディスプレー) 　Test image Red

　D-FOR(リア右ディスプレー) 　Test image White

　DSI(ダイレクトセレクトインターフェイス) 　Actuation of function 'Illumination'

　DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート) 　Actuation of air cushion 'Lower lumbar support' : Deflated

　DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート) 　Actuation of air cushion 'Lower lumbar support' : Inflated

　DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート) 　Actuation of air cushion 'Seat cushion length' : Deflated

　DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート) 　Actuation of air cushion 'Seat cushion length' : Inflated

　DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート) 　Actuation of air cushion 'Upper lumbar support' : Deflated

　DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート) 　Actuation of air cushion 'Upper lumbar support' : Inflated

　DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート) 　Actuation of air cushions in seat side bolsters : Deflated

　DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート) 　Actuation of air cushions in seat side bolsters : Inflated

　DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート) 　Air cushion in seat cushion : Empty

　DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート) 　Air cushion in seat cushion : Fill

　DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート) 　Bottom inflatable cushion in lumbar region : Empty

　DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート) 　Bottom inflatable cushion in lumbar region : Fill

　DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート) 　Function lighting in switch S109/1 (Left front DYNAMIC switch)

　DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート) 　Function lighting in switch S109s1 (Left front PULSE switch)

　DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート) 　Inflatable cushion for lateral support : Empty

　DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート) 　Inflatable cushion for lateral support : Fill

　DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート) 　Inflatable cushion in shoulder area : Empty

　DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート) 　Inflatable cushion in shoulder area : Fill

　DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート) 　Top inflatable cushion in lumbar region : Empty

　DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート) 　Top inflatable cushion in lumbar region : Fill

　DSP・PPAMKS(シート空気圧ポンプ) 　Actuate pneumatic pump

　DSP・PPAMKS(シート空気圧ポンプ) 　Perform overpressure run

　DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート) 　Actuation of air cushion 'Lower lumbar support' : Deflated

　DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート) 　Actuation of air cushion 'Lower lumbar support' : Inflated

　DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート) 　Actuation of air cushion 'Seat cushion length' : Deflated

　DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート) 　Actuation of air cushion 'Seat cushion length' : Inflated

　DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート) 　Actuation of air cushion 'Upper lumbar support' : Deflated

　DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート) 　Actuation of air cushion 'Upper lumbar support' : Inflated

　DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート) 　Actuation of air cushions in seat side bolsters : Deflated

　DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート) 　Actuation of air cushions in seat side bolsters : Inflated

　DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート) 　Air cushion in seat cushion : Empty

　DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート) 　Air cushion in seat cushion : Fill

　DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート) 　Bottom inflatable cushion in lumbar region : Empty

　DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート) 　Bottom inflatable cushion in lumbar region : Fill

　DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート) 　Function lighting in switch S108/1 (Right front DYNAMIC switch)

　DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート) 　Function lighting in switch S108s1 (Right front PULSE switch)

　DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート) 　Inflatable cushion for lateral support : Empty

　DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート) 　Inflatable cushion for lateral support : Fill

　DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート) 　Inflatable cushion in shoulder area : Empty

　DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート) 　Inflatable cushion in shoulder area : Fill

　DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート) 　Top inflatable cushion in lumbar region : Empty

　DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート) 　Top inflatable cushion in lumbar region : Fill

　DTA(MbraceまたはTELEAID・GPSボックス) 　A2/50 (TELE AID spare antenna)

　DVDプレーヤー 　Output of test sound

　EFB(電動パーキングブレーキ) 　Electric parking brake : Apply

　EFB(電動パーキングブレーキ) 　Electric parking brake : Release

　ERA(電動折り畳み背もたれシステム) 　Backrest : Back

　ERA(電動折り畳み背もたれシステム) 　Backrest : Forward

　ERA(電動折り畳み背もたれシステム) 　Fold down left backrest

　ERA(電動折り畳み背もたれシステム) 　Fold down right backrest

　ERA(電動折り畳み背もたれシステム) 　Fold up left backrest

　ERA(電動折り畳み背もたれシステム) 　Fold up right backrest

　ERA(電動折り畳み背もたれシステム) 　Forward/back adjustment : Seat back

　ERA(電動折り畳み背もたれシステム) 　Forward/back adjustment : Seat forward

　ERA(電動折り畳み背もたれシステム) 　Head restraint : Down

　ERA(電動折り畳み背もたれシステム) 　Head restraint : Up

　ERA(電動折り畳み背もたれシステム) 　Height at front : Seat front down

　ERA(電動折り畳み背もたれシステム) 　Height at front : Seat front up

　ERA(電動折り畳み背もたれシステム) 　Height at rear : Seat rear down

　ERA(電動折り畳み背もたれシステム) 　Height at rear : Seat rear up

　ERA(電動折り畳み背もたれシステム) 　Left release actuator

　ERA(電動折り畳み背もたれシステム) 　Right release actuator

　ERA(電動折り畳み背もたれシステム) 　ステアリングコラム調整:アップ

　ERA(電動折り畳み背もたれシステム) 　ステアリングコラム調整:ダウン

　ERA(電動折り畳み背もたれシステム) 　ステアリングコラム調整:後

　ERA(電動折り畳み背もたれシステム) 　ステアリングコラム調整:前

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Backrest : Back

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Backrest : Forward

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Driver seat adjustment motor - Backrest backward

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Driver seat adjustment motor - Backrest forward

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Driver seat adjustment motor - Backward

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Driver seat adjustment motor - Down



　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Driver seat adjustment motor - Forward

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Driver seat adjustment motor - Height down

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Driver seat adjustment motor - Height up

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Driver seat adjustment motor - Inclination down

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Driver seat adjustment motor - Inclination up

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Driver seat adjustment motor - Up

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Driver seat backrest inclination adjustment motor - Backward

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Driver seat backrest inclination adjustment motor - Forward

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Footwell lighting Rear

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Forward/back adjustment : Seat back

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Forward/back adjustment : Seat forward

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Head restraint : Down

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Head restraint : Up

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Head restraint adjustment motor - Down

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Head restraint adjustment motor - Up

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Height at front : Seat front down

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Height at front : Seat front up

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Height at front Seat front down

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Height at front Seat front up

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Height at rear : Seat rear down

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Height at rear : Seat rear up

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Height at rear Seat down

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Height at rear Seat up

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　M27/1 (Driver seat fore/aft adjustment motor) : Aft

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　M27/1 (Driver seat fore/aft adjustment motor) : Fore

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　M27/2 (Driver seat height adjustment motor) : Down

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　M27/2 (Driver seat height adjustment motor) : Up

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　M27/3 (Driver seat inclination adjustment motor) : Down

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　M27/3 (Driver seat inclination adjustment motor) : Up

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　M27/4 (Head restraint adjustment motor, driver seat) : Down

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　M27/4 (Head restraint adjustment motor, driver seat) : Up

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　M27/5 (Driver seat backrest inclination adjustment motor) : Back

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　M27/5 (Driver seat backrest inclination adjustment motor) : Forward

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Seat adjustment : Back

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Seat adjustment : Cushion back

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Seat adjustment : Cushion forward

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Seat adjustment : Down

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Seat adjustment : Forward

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Seat adjustment : Front down

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Seat adjustment : Front up

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Seat adjustment : Up

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Seat belt wear convenience

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Seat cushion length adjustment motor - Backward

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Seat cushion length adjustment motor - Forward

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Seat down

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Seat heater

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Seat inclination adjustment motor - Down

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Seat inclination adjustment motor - Up

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Seat up

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Seat ventilation

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Steering column adjustment : In

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Steering column adjustment : Out

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Steering column adjustment motor - Down

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Steering column adjustment motor - Up

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Steering column back

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Steering column down

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Steering column forward

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Steering column in/out adjustment motor - Backward

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Steering column in/out adjustment motor - Forward

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　Steering column up

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　シート 後

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　シート 前

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　シートクッション 後

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　シートクッション 前

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　ステアリングコラム調整:アップ

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　ステアリングコラム調整:ダウン

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　ステアリングコラム調整:後

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　ステアリングコラム調整:前

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　バックレスト 後

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　バックレスト 前

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　フロントシート 下

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　フロントシート 上

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　ヘッドレスト 下

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　ヘッドレスト 上

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　リアシート 下

　ESA-D(運転席電動調整シート) 　リアシート 上

　ESA-FL(フロント左電動シート調整) 　Footwell lighting Rear

　ESA-FL(フロント左電動シート調整) 　Height at front Seat front down

　ESA-FL(フロント左電動シート調整) 　Height at front Seat front up

　ESA-FL(フロント左電動シート調整) 　Height at rear Seat down

　ESA-FL(フロント左電動シート調整) 　Height at rear Seat up



　ESA-FL(フロント左電動シート調整) 　M27/1 (Driver seat fore/aft adjustment motor) : Aft

　ESA-FL(フロント左電動シート調整) 　M27/1 (Driver seat fore/aft adjustment motor) : Fore

　ESA-FL(フロント左電動シート調整) 　M27/2 (Driver seat height adjustment motor) : Down

　ESA-FL(フロント左電動シート調整) 　M27/2 (Driver seat height adjustment motor) : Up

　ESA-FL(フロント左電動シート調整) 　M27/3 (Driver seat inclination adjustment motor) : Down

　ESA-FL(フロント左電動シート調整) 　M27/3 (Driver seat inclination adjustment motor) : Up

　ESA-FL(フロント左電動シート調整) 　M27/4 (Head restraint adjustment motor, driver seat) : Down

　ESA-FL(フロント左電動シート調整) 　M27/4 (Head restraint adjustment motor, driver seat) : Up

　ESA-FL(フロント左電動シート調整) 　M27/5 (Driver seat backrest inclination adjustment motor) : Back

　ESA-FL(フロント左電動シート調整) 　M27/5 (Driver seat backrest inclination adjustment motor) : Forward

　ESA-FL(フロント左電動シート調整) 　Seat belt wear convenience

　ESA-FL(フロント左電動シート調整) 　Seat heater

　ESA-FL(フロント左電動シート調整) 　Seat ventilation

　ESA-FL(フロント左電動シート調整) 　Steering column adjustment : In

　ESA-FL(フロント左電動シート調整) 　Steering column adjustment : Out

　ESA-FL(フロント左電動シート調整) 　シート 後

　ESA-FL(フロント左電動シート調整) 　シート 前

　ESA-FL(フロント左電動シート調整) 　シートクッション 後

　ESA-FL(フロント左電動シート調整) 　シートクッション 前

　ESA-FL(フロント左電動シート調整) 　ステアリングコラム調整:アップ

　ESA-FL(フロント左電動シート調整) 　ステアリングコラム調整:ダウン

　ESA-FL(フロント左電動シート調整) 　バックレスト 後

　ESA-FL(フロント左電動シート調整) 　バックレスト 前

　ESA-FL(フロント左電動シート調整) 　ヘッドレスト 下

　ESA-FL(フロント左電動シート調整) 　ヘッドレスト 上

　ESA-FR(フロント右電動シート調整) 　Footwell lighting Rear

　ESA-FR(フロント右電動シート調整) 　Height at front Seat front down

　ESA-FR(フロント右電動シート調整) 　Height at front Seat front up

　ESA-FR(フロント右電動シート調整) 　Height at rear Seat down

　ESA-FR(フロント右電動シート調整) 　Height at rear Seat up

　ESA-FR(フロント右電動シート調整) 　M28/1 (Front passenger seat fore/aft adjustment motor) : Aft

　ESA-FR(フロント右電動シート調整) 　M28/1 (Front passenger seat fore/aft adjustment motor) : Fore

　ESA-FR(フロント右電動シート調整) 　M28/2 (Front passenger seat height adjustment motor) : Down

　ESA-FR(フロント右電動シート調整) 　M28/2 (Front passenger seat height adjustment motor) : Up

　ESA-FR(フロント右電動シート調整) 　M28/3 (Front passenger seat inclination adjustment motor) : Down

　ESA-FR(フロント右電動シート調整) 　M28/3 (Front passenger seat inclination adjustment motor) : Up

　ESA-FR(フロント右電動シート調整) 　M28/4 (Head restraint adjustment motor, front passenger seat) : Down

　ESA-FR(フロント右電動シート調整) 　M28/4 (Head restraint adjustment motor, front passenger seat) : Up

　ESA-FR(フロント右電動シート調整) 　M28/5 (Front passenger seat backrest inclination adjustment motor) : Back

　ESA-FR(フロント右電動シート調整) 　M28/5 (Front passenger seat backrest inclination adjustment motor) : Forward

　ESA-FR(フロント右電動シート調整) 　Seat belt wear convenience

　ESA-FR(フロント右電動シート調整) 　Seat heater

　ESA-FR(フロント右電動シート調整) 　Seat ventilation

　ESA-FR(フロント右電動シート調整) 　シート 後

　ESA-FR(フロント右電動シート調整) 　シート 前

　ESA-FR(フロント右電動シート調整) 　シートクッション 後

　ESA-FR(フロント右電動シート調整) 　シートクッション 前

　ESA-FR(フロント右電動シート調整) 　バックレスト 後

　ESA-FR(フロント右電動シート調整) 　バックレスト 前

　ESA-FR(フロント右電動シート調整) 　ヘッドレスト 下

　ESA-FR(フロント右電動シート調整) 　ヘッドレスト 上

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Backrest : Back

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Backrest : Forward

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Footwell lighting Rear

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Forward/back adjustment : Seat back

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Forward/back adjustment : Seat forward

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Front passenger seat adjustment motor - Backrest backward

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Front passenger seat adjustment motor - Backrest forward

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Front passenger seat adjustment motor - Backward

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Front passenger seat adjustment motor - Down

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Front passenger seat adjustment motor - Forward

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Front passenger seat adjustment motor - Height down

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Front passenger seat adjustment motor - Height up

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Front passenger seat adjustment motor - Inclination down

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Front passenger seat adjustment motor - Inclination up

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Front passenger seat adjustment motor - Up

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Front passenger seat backrest inclination adjustment motor - Backward

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Front passenger seat backrest inclination adjustment motor - Forward

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Head restraint : Down

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Head restraint : Up

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Head restraint adjustment motor - Down

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Head restraint adjustment motor - Up

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Height at front : Seat front down

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Height at front : Seat front up

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Height at front Seat front down

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Height at front Seat front up

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Height at rear : Seat rear down

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Height at rear : Seat rear up

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Height at rear Seat down

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Height at rear Seat up

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　M28/1 (Front passenger seat fore/aft adjustment motor) : Aft



　ESA-P(助手席電動調整シート) 　M28/1 (Front passenger seat fore/aft adjustment motor) : Fore

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　M28/2 (Front passenger seat height adjustment motor) : Down

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　M28/2 (Front passenger seat height adjustment motor) : Up

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　M28/3 (Front passenger seat inclination adjustment motor) : Down

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　M28/3 (Front passenger seat inclination adjustment motor) : Up

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　M28/4 (Head restraint adjustment motor, front passenger seat) : Down

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　M28/4 (Head restraint adjustment motor, front passenger seat) : Up

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　M28/5 (Front passenger seat backrest inclination adjustment motor) : Back

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　M28/5 (Front passenger seat backrest inclination adjustment motor) : Forward

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Seat adjustment : Back

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Seat adjustment : Cushion back

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Seat adjustment : Cushion forward

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Seat adjustment : Down

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Seat adjustment : Forward

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Seat adjustment : Front down

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Seat adjustment : Front up

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Seat adjustment : Up

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Seat belt wear convenience

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Seat cushion length adjustment motor - Backward

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Seat cushion length adjustment motor - Forward

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Seat down

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Seat heater

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Seat inclination adjustment motor - Down

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Seat inclination adjustment motor - Up

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Seat up

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Seat ventilation

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　Voltage supply of component B48 (Front passenger seat occupied and child seat recognition)

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　シート 後

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　シート 前

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　シートクッション 後

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　シートクッション 前

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　バックレスト 後

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　バックレスト 前

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　フロントシート 下

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　フロントシート 上

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　ヘッドレスト 下

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　ヘッドレスト 上

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　リアシート 下

　ESA-P(助手席電動調整シート) 　リアシート 上

　ESA-R(リア電動調整シート) 　Engine test

　ESA-R(リア電動調整シート) 　Left rear head restraint lowering Lower

　ESA-R(リア電動調整シート) 　Left rear head restraint lowering Raise

　ESA-R(リア電動調整シート) 　Left seat adjustment : Back

　ESA-R(リア電動調整シート) 　Left seat adjustment : Forward

　ESA-R(リア電動調整シート) 　Left seat cushion down

　ESA-R(リア電動調整シート) 　Left seat cushion up

　ESA-R(リア電動調整シート) 　Right rear head restraint lowering Lower

　ESA-R(リア電動調整シート) 　Right rear head restraint lowering Raise

　ESA-R(リア電動調整シート) 　Right seat adjustment : Back

　ESA-R(リア電動調整シート) 　Right seat adjustment : Forward

　ESA-R(リア電動調整シート) 　Right seat cushion down

　ESA-R(リア電動調整シート) 　Right seat cushion up

　ESA-R(リア電動調整シート) 　Seat belt wear convenience

　ESA-R(リア電動調整シート) 　右シート ベンチレーション

　ESA-R(リア電動調整シート) 　右側シート 後

　ESA-R(リア電動調整シート) 　右側シート 前

　ESA-R(リア電動調整シート) 　右側シートヒーター

　ESA-R(リア電動調整シート) 　左シート ベンチレーション

　ESA-R(リア電動調整シート) 　左側シート 後

　ESA-R(リア電動調整シート) 　左側シート 前

　ESA-R(リア電動調整シート) 　左側シートヒーター

　ESM(エレクトロニックセレクターモジュール) 　Illumination of shift indicator

　ESM(エレクトロニックセレクターモジュール) 　R/Pロッキングソレノイド

　ESM(エレクトロニックセレクターモジュール) 　シフトロック

　ESM(エレクトロニックセレクターモジュール) 　スイッチイルミネーション

　ESM(エレクトロニックセレクターモジュール) 　リバースランプ

　ESP(エレクトロニックスタビリティープログラム) 　リターンポンプ

　EST-L(左電動スライドドア) 　Door handle illumination

　EST-L(左電動スライドドア) 　Exit and warning lamp

　EST-L(左電動スライドドア) 　Left rear power window : Lowering

　EST-L(左電動スライドドア) 　Left rear power window : Raising

　EST-L(左電動スライドドア) 　Switch illumination 'Left rear door'

　EST-L(左電動スライドドア) 　スイッチイルミネーション

　EST-L(左電動スライドドア) 　パワーウインドウ

　EST-L(左電動スライドドア) 　リア左ドアハンドル照明

　EST-R(右電動スライドドア) 　Door handle illumination

　EST-R(右電動スライドドア) 　Exit and warning lamp

　EST-R(右電動スライドドア) 　Right rear power window : Lowering

　EST-R(右電動スライドドア) 　Right rear power window : Raising

　EST-R(右電動スライドドア) 　Switch illumination 'Right rear door'

　EST-R(右電動スライドドア) 　スイッチイルミネーション



　EST-R(右電動スライドドア) 　パワーウインドウ

　EST-R(右電動スライドドア) 　リア右ドアハンドル照明

　ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール) 　PWMバルブKUB

　ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール) 　R/Pロック

　ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール) 　Test all solenoid valves

　ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール) 　ウインターモードLED

　ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール) 　エラーランプ

　ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール) 　シフトバルブ

　ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール) 　シフト圧力コントロールバルブ

　ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール) 　ソレノイドバルブ

　ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール) 　変圧制御バルブ

　FSCU・FSCU-L(フューエルポンプコントロールユニット) 　Actuation of fuel pump

　HB(ヒーターブースター) 　Actuation A6m1 (circulation pump)

　HB(ヒーターブースター) 　Actuation A6m2 (combustion air blower)

　HB(ヒーターブースター) 　Actuation A6r2 (glow pin)

　HB(ヒーターブースター) 　Actuation Y23 (Stationary heater or heater booster fuel metering pump)

　HB(ヒーターブースター) 　Switching stationary heater on and off

　HBF(リアコントロールパネル) 　機能ランプ

　HFM・ME2・LH 　EGR

　HFM・ME2・LH 　インジェクションバルブ

　HFM・ME2・LH 　エアポンプ

　HFM・ME2・LH 　カムシャフト

　HFM・ME2・LH 　スロットルバルブ

　HFM・ME2・LH 　パージ

　HFM・ME2・LH 　フューエルポンプ

　HKS(テールゲートコントロール) 　Liftgate control warning buzzer

　HKS(テールゲートコントロール) 　M51/3m1 (Tailgate control electric motor) : Close

　HKS(テールゲートコントロール) 　M51/3m1 (Tailgate control electric motor) : Open

　HKS(テールゲートコントロール) 　M51/3y1 (Tailgate control magnetic clutch) : Closed

　HKS(テールゲートコントロール) 　M51/3y1 (Tailgate control magnetic clutch) : Open

　HKS(テールゲートコントロール) 　Tailgate control electric motor - Close

　HKS(テールゲートコントロール) 　Tailgate control electric motor - Open

　HKS(テールゲートコントロール) 　Trunk lid control drive unit

　HKS(テールゲートコントロール) 　Trunk lid/liftgate control warning buzzer

　HS(シートヒーター) 　Left front seat ventilation : Stage 1

　HS(シートヒーター) 　Left front seat ventilation : Stage 2

　HS(シートヒーター) 　Left front seat ventilation : Stage 3

　HS(シートヒーター) 　Left Head Area Ventilation Stage 1

　HS(シートヒーター) 　Left Head Area Ventilation Stage 2

　HS(シートヒーター) 　Left Head Area Ventilation Stage 3

　HS(シートヒーター) 　Left rear heated seat : Stage 1

　HS(シートヒーター) 　Left rear heated seat : Stage 2

　HS(シートヒーター) 　Left rear heated seat : Stage 3

　HS(シートヒーター) 　Left Seat Heater Stage 1

　HS(シートヒーター) 　Left Seat Heater Stage 2

　HS(シートヒーター) 　Left Seat Heater Stage 3

　HS(シートヒーター) 　Right front seat ventilation : Stage 1

　HS(シートヒーター) 　Right front seat ventilation : Stage 2

　HS(シートヒーター) 　Right front seat ventilation : Stage 3

　HS(シートヒーター) 　Right Head Area Ventilation Stage 1

　HS(シートヒーター) 　Right Head Area Ventilation Stage 2

　HS(シートヒーター) 　Right Head Area Ventilation Stage 3

　HS(シートヒーター) 　Right rear heated seat : Stage 1

　HS(シートヒーター) 　Right rear heated seat : Stage 2

　HS(シートヒーター) 　Right rear heated seat : Stage 3

　HS(シートヒーター) 　Right Seat Heater Stage 1

　HS(シートヒーター) 　Right Seat Heater Stage 2

　HS(シートヒーター) 　Right Seat Heater Stage 3

　HS(シートヒーター) 　Steering Wheel Heater

　HS・エアスカーフ(シートヒーター・エアスカーフシステム) 　Actuation of left AIRSCARF system : Stage 1

　HS・エアスカーフ(シートヒーター・エアスカーフシステム) 　Actuation of left AIRSCARF system : Stage 2

　HS・エアスカーフ(シートヒーター・エアスカーフシステム) 　Actuation of left AIRSCARF system : Stage 3

　HS・エアスカーフ(シートヒーター・エアスカーフシステム) 　Actuation of right AIRSCARF system : Stage 1

　HS・エアスカーフ(シートヒーター・エアスカーフシステム) 　Actuation of right AIRSCARF system : Stage 2

　HS・エアスカーフ(シートヒーター・エアスカーフシステム) 　Actuation of right AIRSCARF system : Stage 3

　HS・エアスカーフ(シートヒーター・エアスカーフシステム) 　Seat heater in left rear passenger compartment : Stage 1

　HS・エアスカーフ(シートヒーター・エアスカーフシステム) 　Seat heater in left rear passenger compartment : Stage 2

　HS・エアスカーフ(シートヒーター・エアスカーフシステム) 　Seat heater in left rear passenger compartment : Stage 3

　HS・エアスカーフ(シートヒーター・エアスカーフシステム) 　Seat heater in right rear passenger compartment : Stage 1

　HS・エアスカーフ(シートヒーター・エアスカーフシステム) 　Seat heater in right rear passenger compartment : Stage 2

　HS・エアスカーフ(シートヒーター・エアスカーフシステム) 　Seat heater in right rear passenger compartment : Stage 3

　HSG(ハイブリッドコントロールユニット) 　A7/3m1 (High-pressure and return flow pump)

　HSG(ハイブリッドコントロールユニット) 　A7/3y11 (Left rear pressure regulating valve (pressure release))

　HSW・LRH(ステアリングホイールヒーター) 　R22/4 (Steering wheel heater) : Stage 1

　HSW・LRH(ステアリングホイールヒーター) 　R22/4 (Steering wheel heater) : Stage 2

　IC(インストルメントクラスター) 　A1e8 (Instrument illumination) : 100%

　IC(インストルメントクラスター) 　A1e8 (Instrument illumination) : 25%

　IC(インストルメントクラスター) 　A1p13 (Multifunction display) : Black

　IC(インストルメントクラスター) 　A1p13 (Multifunction display) : Blue

　IC(インストルメントクラスター) 　A1p13 (Multifunction display) : Green

　IC(インストルメントクラスター) 　A1p13 (Multifunction display) : Red



　IC(インストルメントクラスター) 　A1p13 (Multifunction display) : White

　IC(インストルメントクラスター) 　All gauges

　IC(インストルメントクラスター) 　Brightness of instrument lighting : Maximum

　IC(インストルメントクラスター) 　Brightness of instrument lighting : Middle

　IC(インストルメントクラスター) 　Brightness of instrument lighting : Minimum

　IC(インストルメントクラスター) 　Display : Black

　IC(インストルメントクラスター) 　Display : Blue

　IC(インストルメントクラスター) 　Display : Green

　IC(インストルメントクラスター) 　Display : Red

　IC(インストルメントクラスター) 　Display : White

　IC(インストルメントクラスター) 　Display test : Colored test image

　IC(インストルメントクラスター) 　Display test : Even columns

　IC(インストルメントクラスター) 　Display test : Even lines

　IC(インストルメントクラスター) 　Display test : Uneven columns

　IC(インストルメントクラスター) 　Display test : Uneven lines

　IC(インストルメントクラスター) 　Display test images on the LCD display : Actuate color 'red'

　IC(インストルメントクラスター) 　Display test images on the LCD display : Blank

　IC(インストルメントクラスター) 　Display test images on the LCD display : Even columns

　IC(インストルメントクラスター) 　Display test images on the LCD display : Even lines

　IC(インストルメントクラスター) 　Display test images on the LCD display : Red

　IC(インストルメントクラスター) 　Display test images on the LCD display : Red test image

　IC(インストルメントクラスター) 　Display test images on the LCD display : Test image, blank

　IC(インストルメントクラスター) 　Display test images on the LCD display : Uneven columns

　IC(インストルメントクラスター) 　Display test images on the LCD display : Uneven lines

　IC(インストルメントクラスター) 　H4/61 (Instrument cluster speaker)

　IC(インストルメントクラスター) 　HUD Display - Black

　IC(インストルメントクラスター) 　HUD Display - Blue

　IC(インストルメントクラスター) 　HUD Display - Green

　IC(インストルメントクラスター) 　HUD Display - Red

　IC(インストルメントクラスター) 　HUD Display - Test image

　IC(インストルメントクラスター) 　HUD Display - White

　IC(インストルメントクラスター) 　Indicator lamps

　IC(インストルメントクラスター) 　Instrument illumination : Bright

　IC(インストルメントクラスター) 　Instrument illumination : Dark

　IC(インストルメントクラスター) 　Instrument Pointer Maximum Position

　IC(インストルメントクラスター) 　LCD display Blue test image

　IC(インストルメントクラスター) 　LCD display Green test image

　IC(インストルメントクラスター) 　LCD display Red test image

　IC(インストルメントクラスター) 　LCD Display Test : Even columns

　IC(インストルメントクラスター) 　LCD Display Test : Even lines

　IC(インストルメントクラスター) 　LCD Display Test : Red

　IC(インストルメントクラスター) 　LCD Display Test : Uneven columns

　IC(インストルメントクラスター) 　LCD Display Test : Uneven lines

　IC(インストルメントクラスター) 　LCD Display Test Horizontal streaks (Slanted)

　IC(インストルメントクラスター) 　LCD Display Test Horizontal streaks (Straight)

　IC(インストルメントクラスター) 　LCD display Test image Frame

　IC(インストルメントクラスター) 　LCD display Test image gray

　IC(インストルメントクラスター) 　LCD display Test image Horizontal gray scale

　IC(インストルメントクラスター) 　LCD display Test image Vertical gray scale

　IC(インストルメントクラスター) 　LCD display Test screen Horizontal streaks (slanted)

　IC(インストルメントクラスター) 　LCD display Test screen Horizontal streaks (straight)

　IC(インストルメントクラスター) 　LCD display Test screen Vertical streaks (slanted)

　IC(インストルメントクラスター) 　LCD display Test screen Vertical streaks (straight)

　IC(インストルメントクラスター) 　LCD Display Test Vertical streaks (Slanted)

　IC(インストルメントクラスター) 　LCD Display Test Vertical streaks (Straight)

　IC(インストルメントクラスター) 　LCD Display Test White Image

　IC(インストルメントクラスター) 　LCD display White test image

　IC(インストルメントクラスター) 　LCD表示(奇数行)

　IC(インストルメントクラスター) 　LCD表示(奇数列)

　IC(インストルメントクラスター) 　LCD表示(偶数行)

　IC(インストルメントクラスター) 　LCD表示(偶数列)

　IC(インストルメントクラスター) 　LCD表示(黒色)

　IC(インストルメントクラスター) 　LCD表示(黒色テスト)

　IC(インストルメントクラスター) 　LCD表示(赤色)

　IC(インストルメントクラスター) 　LCD表示(白色)

　IC(インストルメントクラスター) 　LCD表示(白色テスト)

　IC(インストルメントクラスター) 　Mechanical instrument pointers to maximum position

　IC(インストルメントクラスター) 　Pointer

　IC(インストルメントクラスター) 　Segments on speedometer

　IC(インストルメントクラスター) 　Upper or Lower audio/COMAND display ambiance illumination : Blue

　IC(インストルメントクラスター) 　Upper or Lower audio/COMAND display ambiance illumination : Red

　IC(インストルメントクラスター) 　Upper or Lower audio/COMAND display ambiance illumination : White

　IC(インストルメントクラスター) 　インジケーターランプ

　IC(インストルメントクラスター) 　インストルメントポインタ

　IC(インストルメントクラスター) 　インストルメントポインタ(Max)

　IC(インストルメントクラスター) 　インストルメントポインタ移動

　IC(インストルメントクラスター) 　インストルメントライト - 最小

　IC(インストルメントクラスター) 　インストルメントライト - 最大

　IC(インストルメントクラスター) 　インストルメントライト - 中間

　IC(インストルメントクラスター) 　グリッド

　IC(インストルメントクラスター) 　ゲージ



　IC(インストルメントクラスター) 　コントロールモジュールリセット

　IC(インストルメントクラスター) 　ディスプレイ

　IC(インストルメントクラスター) 　テストイメージ[ブランク]

　IC(インストルメントクラスター) 　バルブテスト

　IC(インストルメントクラスター) 　ブザー

　IC(インストルメントクラスター) 　ランプテスト

　IC(インストルメントクラスター) 　ランプ警告ブザー

　IC(インストルメントクラスター) 　ランプ警告ブザー作動

　IC(インストルメントクラスター) 　完全なテストイメージ

　IC(インストルメントクラスター) 　輝度:最小

　IC(インストルメントクラスター) 　輝度:最大

　IC(インストルメントクラスター) 　輝度:中間

　IC(インストルメントクラスター) 　垂直線

　IC(インストルメントクラスター) 　対角線1

　IC(インストルメントクラスター) 　対角線2

　IC(インストルメントクラスター) 　白色テスト画像

　IC(インストルメントクラスター) 　表示テスト 画像-規則的なコラム

　IC(インストルメントクラスター) 　表示テスト 画像-規則的なライン

　IC(インストルメントクラスター) 　表示テスト 画像-空白

　IC(インストルメントクラスター) 　表示テスト 画像-赤色

　IC(インストルメントクラスター) 　表示テスト 画像-不規則なコラム

　IC(インストルメントクラスター) 　表示テスト 画像-不規則なライン

　ISM(インテリジェントサーボモジュール) 　Change to normal mode

　ISM(インテリジェントサーボモジュール) 　Charging of suspension fluid reservoir

　ISM(インテリジェントサーボモジュール) 　Shift transmission to neutral position

　ISM(インテリジェントサーボモジュール) 　Shift transmission to normal position

　ISM(インテリジェントサーボモジュール) 　Stop charging of suspension fluid reservoir

　KAB(カメラカバー) 　Camera cover control unit

　KBE-H・REAR AC(リアエアコン) 　A31/1m1(循環ポンプ)

　KBE-H・REAR AC(リアエアコン) 　A31/1y1(左側デュオバルブ)

　KBE-H・REAR AC(リアエアコン) 　A31/1y2(右側デュオバルブ)

　KBE-H・REAR AC(リアエアコン) 　Background illumination

　KBE-H・REAR AC(リアエアコン) 　M16/22(上/下エア分配アクチュエーターモーター)

　KBE-H・REAR AC(リアエアコン) 　M2/1(リアブロワーモーター)

　KBE-H・REAR AC(リアエアコン) 　Y67(リアエアコン冷媒シャットオフバルブ)

　KBE-H・REAR AC(リアエアコン) 　機能照明

　KG・RFL(キーレスゴー・ラジオ周波数ロック・エレクトロニックセントラルロック) 　L12 (Left front door Keyless Go lift solenoid) : Actuation

　KG・RFL(キーレスゴー・ラジオ周波数ロック・エレクトロニックセントラルロック) 　L12 (Left front door Keyless Go lift solenoid) : Reset

　KG・RFL(キーレスゴー・ラジオ周波数ロック・エレクトロニックセントラルロック) 　L12/2 (Right front door Keyless Go lift solenoid) : Actuation

　KG・RFL(キーレスゴー・ラジオ周波数ロック・エレクトロニックセントラルロック) 　L12/2 (Right front door Keyless Go lift solenoid) : Reset

　KG・RFL(キーレスゴー・ラジオ周波数ロック・エレクトロニックセントラルロック) 　RFL status

　KR(ワイパー) 　リアウインドウヒーター機能表示

　KR(ワイパー) 　リアワイパーウォッシャーポンプ

　KR(ワイパー) 　リア右ワイパー

　KR(ワイパー) 　リア左ワイパー

　LAE [LAA](自動的延長可能ローディングフロア) 　EXTEND

　LAE [LAA](自動的延長可能ローディングフロア) 　RETRACT

　LCP・HBF(ロア・リアコントロールパネル) 　Function illumination blower output switch

　LCP・HBF(ロア・リアコントロールパネル) 　Function illumination N72/2s10 (Left HS [SIH] switch, 2nd seat row)

　LCP・HBF(ロア・リアコントロールパネル) 　Function illumination N72/2s11 (Right HS [SIH] switch, 2nd seat row)

　LCP・HBF(ロア・リアコントロールパネル) 　Function illumination N72/2s32 (AAC [KLA] temperature control switch)

　LCP・HBF(ロア・リアコントロールパネル) 　Function illumination N72/2s33 (AAC [KLA] AUTO switch)

　LCP・HBF(ロア・リアコントロールパネル) 　Function illumination N72/2s34 (AAC [KLA] OFF switch)

　LCP・HBF(ロア・リアコントロールパネル) 　Function illumination N72/2s35 (Head area air distribution switch)

　LCP・HBF(ロア・リアコントロールパネル) 　Function illumination N72/2s36 (Footwell air distribution switch)

　LCP・HBF(ロア・リアコントロールパネル) 　Function illumination N72s11 (Two-way radio connection switch)

　LCP・HBF(ロア・リアコントロールパネル) 　Function illumination N72s12 (STH switch) : Blue

　LCP・HBF(ロア・リアコントロールパネル) 　Function illumination N72s12 (STH switch) : Red

　LCP・HBF(ロア・リアコントロールパネル) 　Function illumination N72s12 (STH switch) : Yellow

　LCP・HBF(ロア・リアコントロールパネル) 　Function illumination N72s13 (PTS OFF switch)

　LCP・HBF(ロア・リアコントロールパネル) 　Function illumination N72s14 (Two-way radio main switch)

　LCP・HBF(ロア・リアコントロールパネル) 　Function illumination N72s9 (DTR switch)

　LCP・HBF(ロア・リアコントロールパネル) 　Function illumination ON, Exception : Stationary heater

　LCP・HBF(ロア・リアコントロールパネル) 　Stationary heater : Blue LED

　LCP・HBF(ロア・リアコントロールパネル) 　Stationary heater : LED blue

　LCP・HBF(ロア・リアコントロールパネル) 　Stationary heater : Red LED

　LCP・HBF(ロア・リアコントロールパネル) 　Stationary heater : Yellow LED

　LCP・HBF(ロア・リアコントロールパネル) 　エアバッグOFFランプON

　LCP・HBF(ロア・リアコントロールパネル) 　スイッチイルミネーション

　LCP・HBF(ロア・リアコントロールパネル) 　トラック解放ON

　LCP・HBF(ロア・リアコントロールパネル) 　機能照明

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　3ディスクサーモスタットバルブ

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　A1e16 (Preglow indicator lamp)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　A1e58 (Engine diagnosis malfunction indicator lamp)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　A1e58(Engine diagnosis indicator lamp)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Actuation of charge pressure control valve : The on/off ratio is set to 10%

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Actuation of charge pressure control valve : The on/off ratio is set to 90%

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Actuation of component M3 (Fuel pump)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Actuation of component M4/7 (Engine and AC electric suction fan with integrated control)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Actuation of component M44 (charge air cooler circulation pump)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Actuation of exhaust gas recirculation : Close



　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Actuation of exhaust gas recirculation : Open

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Actuation of Mixture Adaptation

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　B2/5(ホットフィルムマスエアフローセンサー)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Camshaft Positioner - Exhaust

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Camshaft Positioner - Intake

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Camshaft Positioner [Exhaust]

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Camshaft Positioner [Intake]

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Check component Y77/1 (Boost pressure regulator) by means of actuation : The on/off ratio is set to 10%

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Check component Y77/1 (Boost pressure regulator) by means of actuation : The on/off ratio is set to 90%

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Check components Y100 (Left charge pressure positioner) and Y100/1 (Right charge pressure positioner) via actuation - Right : 0% Left : 0%

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Check components Y100 (Left charge pressure positioner) and Y100/1 (Right charge pressure positioner) via actuation - Right : 0% Left : 100%

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Check components Y100 (Left charge pressure positioner) and Y100/1 (Right charge pressure positioner) via actuation - Right : 100% Left : 0%

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Check components Y100 (Left charge pressure positioner) and Y100/1 (Right charge pressure positioner) via actuation - Right : 100% Left : 100%

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Check components Y27/9 (Left EGR positioner) and Y27/10 (Right EGR positioner) via actuation - Right : 0% Left : 0%

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Check components Y27/9 (Left EGR positioner) and Y27/10 (Right EGR positioner) via actuation - Right : 0% Left : 100%

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Check components Y27/9 (Left EGR positioner) and Y27/10 (Right EGR positioner) via actuation - Right : 100% Left : 0%

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Check components Y27/9 (Left EGR positioner) and Y27/10 (Right EGR positioner) via actuation - Right : 100% Left : 100%

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Cylinder 1 : Main injection OFF

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Cylinder 1 : Pilot injection OFF

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Cylinder 1 : Preinjection 1 OFF

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Cylinder 1 : Preinjection 2 OFF

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Cylinder 1 : Shutoff all injections

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Cylinder 2 : Main injection OFF

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Cylinder 2 : Pilot injection OFF

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Cylinder 2 : Preinjection 1 OFF

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Cylinder 2 : Preinjection 2 OFF

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Cylinder 2 : Shutoff all injections

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Cylinder 3 : Main injection OFF

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Cylinder 3 : Pilot injection OFF

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Cylinder 3 : Preinjection 1 OFF

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Cylinder 3 : Preinjection 2 OFF

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Cylinder 3 : Shutoff all injections

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Cylinder 4 : Main injection OFF

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Cylinder 4 : Pilot injection OFF

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Cylinder 4 : Preinjection 1 OFF

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Cylinder 4 : Preinjection 2 OFF

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Cylinder 4 : Shutoff all injections

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Cylinder 5 : Main injection OFF

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Cylinder 5 : Pilot injection OFF

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Cylinder 5 : Preinjection 1 OFF

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Cylinder 5 : Preinjection 2 OFF

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Cylinder 5 : Shutoff all injections

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Cylinder 6 : Main injection OFF

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Cylinder 6 : Pilot injection OFF

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Cylinder 6 : Preinjection 1 OFF

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Cylinder 6 : Preinjection 2 OFF

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Cylinder 6 : Shutoff all injections

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　EDC indicator lamp

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　EGR valve : Closed

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　EGR valve : Open

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Electric suction fan for engine or air conditioning

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Engine Speed

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Engine speed limiter

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Fuel injector shutoff - Cylinder 1

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Fuel injector shutoff - Cylinder 2

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Fuel injector shutoff - Cylinder 3

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Fuel injector shutoff - Cylinder 4

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Fuel injectors cut off - Cylinder 1

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Fuel injectors cut off - Cylinder 2

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Fuel injectors cut off - Cylinder 3

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Fuel injectors cut off - Cylinder 4

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Fuel injectors cut off - Cylinder 5

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Fuel injectors cut off - Cylinder 6

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Fuel injectors cut off - Cylinder 7

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Fuel injectors cut off - Cylinder 8

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　HFM-SFI/System Charge Air Test

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　High fuel pressure

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Idle speed control

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Injection valves : Cylinder 1 OFF

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Injection valves : Cylinder 2 OFF

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Injection valves : Cylinder 3 OFF

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Injection valves : Cylinder 4 OFF

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Injector shutoff (main injection) : Cylinder 1

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Injector shutoff (main injection) : Cylinder 2

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Injector shutoff (main injection) : Cylinder 3

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Injector shutoff (main injection) : Cylinder 4

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Injector shutoff (preinjection) : Cylinder 1

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Injector shutoff (preinjection) : Cylinder 2

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Injector shutoff (preinjection) : Cylinder 3

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Injector shutoff (preinjection) : Cylinder 4

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Injector shutoff : Cylinder 1



　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Injector shutoff : Cylinder 2

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Injector shutoff : Cylinder 3

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Injector shutoff : Cylinder 4

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Injector shutoff : Cylinder 5

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Injector shutoff : Cylinder 6

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Left exhaust camshaft solenoid

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Left intake camshaft solenoid

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　M13/7 (Transmission oil cooler circulation pump)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　M14/3 (Glow output stage)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　M14/3 (Glow time output stage)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　M16/5(スロットルバルブアクチュエーター)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　M16/6(スロットルバルブアクチュエーター)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　M3 (Right fuel pump), M3/2 (Left fuel pump)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　M3(Fuel pump)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　M33(electric air pump)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　M4/3 (engine/AC electric suction fan) : 10 %

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　M4/3 (engine/AC electric suction fan) : 90 %

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　M4/3(エンジン/エアコンエレクトリックサクションファン)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　M4/7(Combustion engine and air conditioning with integrated control fan motor)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　M4/7(統合制御付きエンジン及びエアコンエレクトリックサクションファン)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　M45 (Engine coolant circulation pump)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　M55 (Inlet port shutoff motor)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　M55 (Inlet port shutoff motor) : Close

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　M55 (Inlet port shutoff motor) : Open

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　M55(Intake port shutoff actuator motor)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　M59 (Intake manifold swirl flap actuator motor)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Mixture adaptation : 50 %

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Mixture adaptation : -50 %

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Mixture formation

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　N14/3 (Glow time output stage)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　N3/18m1 (Throttle valve actuator)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Pressure control flap

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Purge control

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Purging switchover valve

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　R39/1 (Vent line heating element)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　R39/1(ベントケーブルヒーターエレメント)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　R39/2 (Wide open throttle operation vent line heating element)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　R48 (Two-disk thermostat heating element)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Radiator shutter actuator

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Rail pressure

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Rail pressure reduction

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Recirculating Air Flap Actuator

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Right exhaust camshaft solenoid

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Right intake camshaft solenoid

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Shut-off valve

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Starter control

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Switch off fuel pump

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Test actuation of component M3 (Fuel pump)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Test actuation of component M4/7 (Engine and AC electric suction fan with integrated control)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Test actuation of component Y83 (Inlet port shutoff switchover valve)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Throttle flap

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y100/1 (Right charge pressure positioner)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y100/1 (Right charge pressure positioner) : The on/off ratio is set 10%

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y100/1 (Right charge pressure positioner) : The on/off ratio is set 90%

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y100/1 (Right charge pressure positioner) : The on/off ratio is set to 10%

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y100/1 (Right charge pressure positioner) : The on/off ratio is set to 90%

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y101(Deceleration air switchover valve)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y125 (Low temperature cooling system shutoff valve)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y130 (Engine oil pump valve)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y133(Coolant pump switchover valve)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y16/2 (Heating system shutoff valve) : Close

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y16/2 (Heating system shutoff valve) : Open

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y16/2(Heating system shutoff valve)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y22/6 (variable intake manifold switchover valve) : Extends

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y22/6 (variable intake manifold switchover valve) : Shortens

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y226 (variable intake manifold switchover valve)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y27/9 (Left EGR positioner) : Close

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y27/9 (Left EGR positioner) : Open

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y27/9(Exhaust gas recirculation actuator)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y27/9(Left EGR positioner)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y31/1(EGRバキュームトランスデューサ)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y31/4 (Wastegate control pressure transducer)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y32 (Air pump switchover valve) : Close

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y32 (Air pump switchover valve) : Open

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y32 (Air pump switchover valve), M33 (electric air pump)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y32 (Air pump switchover valve), M33 (electric air pump) (USA, EURO 3, EURO 4, D4)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y49/1 (Intake camshaft solenoid)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y49/1 (Intake camshaft solenoid) : Maximum adjustment

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y49/1 (Left camshaft timing solenoid)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y49/2 (Exhaust camshaft solenoid)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y49/2 (Exhaust camshaft solenoid) : Maximum adjustment



　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y49/2 (Right camshaft timing solenoid)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y49/8 (Intake camshaft valve lift switching actuator)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y58/1(Purging switchover valve)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y58/1(パージコントロールバルブ)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y58/13 (Heat exchanger shutoff valve)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y58/4 (Activated charcoal canister shut-off valve) (USA)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y62 (Fuel injectors) : Cylinder 1

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y62 (Fuel injectors) : Cylinder 2

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y62 (Fuel injectors) : Cylinder 3

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y62 (Fuel injectors) : Cylinder 4

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y62 (Fuel injectors) : Cylinder 5

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y62 (Fuel injectors) : Cylinder 6

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y62 (Fuel injectors) : Cylinder 7

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y62 (Fuel injectors) : Cylinder 8

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y76 (Fuel injectors) : Cylinder 1

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y76 (Fuel injectors) : Cylinder 2

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y76 (Fuel injectors) : Cylinder 3

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y76 (Fuel injectors) : Cylinder 4

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y76 (Fuel injectors) : Cylinder 5

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y76 (Fuel injectors) : Cylinder 6

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y76/1 (Cylinder 1 fuel injector) Switch off

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y76/2 (Cylinder 2 fuel injector) Switch off

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y76/3 (Cylinder 3 fuel injector) Switch off

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y76/4 (Cylinder 4 fuel injector) Switch off

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y77/1 (Boost pressure regulator) : 10%

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y77/1 (Boost pressure regulator) : 90%

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y77/1 (Boost pressure regulator) : The on/off ratio is set to 10%

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y77/1 (Boost pressure regulator) : The on/off ratio is set to 90%

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y77/1(Boost pressure positioner)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y84 (Radiator shutters actuator)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y85(Exhaust gas recirculation cooler bypass switchover valve)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y93 (Boost pressure control flap pressure transducer)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　Y94(数量コントロールバルブ)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　アジャスタブルカムシャフトタイミングソレノイド

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　インレットポートシャットオフモーター

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　エアポンプスイッチオーバーバルブ/電動エアポンプ

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　エレクトリックヒーターブースター

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　エンジン/エアコンエレクトリックサクションファン

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　エンジン・インテグレーテッドコントロール付きエアコンエレクトロニックサクションファン

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　シリンダー1 インジェクターカットオフテスト

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　シリンダー1 インジェクターカットオフテスト(パイロット)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　シリンダー2 インジェクターカットオフテスト

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　シリンダー2 インジェクターカットオフテスト(パイロット)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　シリンダー3 インジェクターカットオフテスト

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　シリンダー3 インジェクターカットオフテスト(パイロット)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　シリンダー4 インジェクターカットオフテスト

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　シリンダー4 インジェクターカットオフテスト(パイロット)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　スロットルバルブアクチュエーター

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　セカンダリーエアバルブ

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　ターミナル15

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　チャージ圧力ポジショナー

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　チャージ圧力制御バルブ

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　チャコールキャニスターシャットオフバルブ作動(アメリカ仕様車のみ)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　パージコントロールバルブ

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　パイロット噴射(シリンダー1)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　パイロット噴射(シリンダー2)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　パイロット噴射(シリンダー3)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　パイロット噴射(シリンダー4)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　パイロット噴射(シリンダー5)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　パイロット噴射(シリンダー6)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　ヒーターシステムシャットオフバルブ

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　フューエルインジェクターシリンダー1

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　フューエルインジェクターシリンダー2

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　フューエルインジェクターシリンダー3

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　フューエルインジェクターシリンダー4

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　フューエルインジェクターシリンダー5

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　フューエルインジェクターシリンダー6

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　フューエルポンプ

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　プレ噴射#1(シリンダー1)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　プレ噴射#1(シリンダー2)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　プレ噴射#1(シリンダー3)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　プレ噴射#1(シリンダー4)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　プレ噴射#1(シリンダー5)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　プレ噴射#1(シリンダー6)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　プレ噴射#2(シリンダー1)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　プレ噴射#2(シリンダー2)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　プレ噴射#2(シリンダー3)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　プレ噴射#2(シリンダー4)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　プレ噴射#2(シリンダー5)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　プレ噴射#2(シリンダー6)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　ミクスチャーアダプテーション



　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　メイン噴射(シリンダー1)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　メイン噴射(シリンダー2)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　メイン噴射(シリンダー3)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　メイン噴射(シリンダー4)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　メイン噴射(シリンダー5)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　メイン噴射(シリンダー6)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　右チャージ圧力ポジショナー

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　右側カムシャフト吸気ソレノイド

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　右側カムシャフト排気ソレノイド

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　可変インテークマニホールドスイッチオーバーバルブ

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　左EGR(排気ガス再循環)ポジショナー

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　左側カムシャフト吸気ソレノイド

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　左側カムシャフト排気ソレノイド

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　排気ガス再循環

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　噴射停止(シリンダー1)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　噴射停止(シリンダー2)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　噴射停止(シリンダー3)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　噴射停止(シリンダー4)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　噴射停止(シリンダー5)

　ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット) 　噴射停止(シリンダー6)

　ME1LI 　EGR

　ME1LI 　インジェクションバルブ

　ME1LI 　エアポンプ

　ME1LI 　カムシャフト

　ME1LI 　スロットルバルブ

　ME1LI 　パージ

　ME1LI 　フューエルポンプ

　ME1RE 　EGR

　ME1RE 　インジェクションバルブ

　ME1RE 　エアポンプ

　ME1RE 　カムシャフト

　ME1RE 　スロットルバルブ

　ME1RE 　パージ

　ME1RE 　フューエルポンプ

　MFK(マルチファンクションカメラ) 　Auxiliary heater heating element

　MFK(マルチファンクションカメラ) 　R50 (Auxiliary heater heating element)

　NAV(ナビゲーションモジュール) 　Reception field strength with amplifier

　NAV(ナビゲーションモジュール) 　Reception field strength without amplifier

　NSA(夜間視覚補助) 　A40/8 (Audio/COMAND display)

　NSA(夜間視覚補助) 　Infrared light

　NSA(夜間視覚補助) 　N84/2 (Night View Assist camera)

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　1st seat row left reading lamp

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　1st seat row right reading lamp

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　2nd seat row left reading lamp

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　2nd seat row right reading lamp

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Automatic illumination test

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Automatic interior mirror dimming

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Close Rear-End Door Button Lamp

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Closing sliding roof

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Closing tilting roof

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　E18/5(Left trunk lamp)

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　E18/6 (Right trunk lamp)

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　E19/1(Left license plate lamp)

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　E19/2(Right license plate lamp)

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　E21(Center brake lamp)

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　E3/1e3 (Left backup lamp)

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　E3/1e4 (Inner left brake light and taillight) Status of brake light

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　E3/1e4 (Inner left brake light and taillight) Status of taillights

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　E3/1e5 (Left rear fog light)

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　E3/1e6 (Inner left background light)

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　E3e1(Left rear turn signal light)

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　E3e11 (Outer left brake light and taillight) Status of brake light

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　E3e11 (Outer left brake light and taillight) Status of taillights

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　E3e11 (Outer right brake light and taillight) Status of brake light

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　E3e15 (Outer left background light)

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　E4/1e3 (Right backup lamp)

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　E4/1e4 (Inner right brake light and taillight) Status of brake light

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　E4/1e4 (Inner right brake light and taillight) Status of taillights

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　E4/1e5 (Right rear fog light)

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　E4/1e6 (Inner right background light)

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　E40(Trunk lid ambient lamp)

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　E40/3 (Right trunk lid ambient lamp and warning lamp)

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　E4e1(Right rear turn signal light)

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　E4e11 (Outer right brake light and taillight) Status of taillights

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　E4e15 (Outer right background light)

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Erase alarm sources

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　F32k2 (No-load current cutout relay)

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Front makeup light, rear makeup light

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Head restraint release in rear passenger compartment : Center

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Head restraint release in rear passenger compartment : Left

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Head restraint release in rear passenger compartment : Right



　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Illumination of component 'S62/36(Tailgate control button)'

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Illumination of component 'S88/10(Trunk lid emergency opening switch)'

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Inside rearview mirror (automatically dimming)

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Left front seat heater : Stage 1

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Left front seat heater : Stage 2

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Left front seat heater : Stage 3

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Left reading lamp

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Left rear reading lamp

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　M14/10 (Tank cap central locking motor) : Close

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　M14/10 (Tank cap central locking motor) : Open

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　M14/7 (Trunk lid central locking motor) : Open

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Mirror housing adjustment : Bottom Left

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Mirror housing adjustment : Initial

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Mirror housing adjustment : Initial Position

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Mirror housing adjustment : Top Right

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　N10/2kA(Circuit 15 relay)

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　N10/2kB (Circuit 15R relay (2))

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　N10/2kB(Circuit 15R relay(1))

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　N29/5 (Left front seat ventilation blower regulator) : Stage 1

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　N29/5 (Left front seat ventilation blower regulator) : Stage 2

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　N29/5 (Left front seat ventilation blower regulator) : Stage 3

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　N29/6 (Right front seat ventilation blower regulator) : Stage 1

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　N29/6 (Right front seat ventilation blower regulator) : Stage 2

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　N29/6 (Right front seat ventilation blower regulator) : Stage 3

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Opening sliding roof

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Opening tilting roof

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　R1 (Rear window heater)

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Rear dome lamp

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Rear lamps

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Rear lighting

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Right front seat heater : Stage 1

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Right front seat heater : Stage 2

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Right front seat heater : Stage 3

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Right reading lamp

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Right rear reading lamp

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Sliding Roof Close

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Sliding roof open

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Tilting Roof Close

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Tilting roof open

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　Vanity Mirror Illumination

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　インテリアランプ

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　サイドマーカーランプ

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　サラウンドランプ/警告ランプ

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　スイッチイルミネーション

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　ストップランプ

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　セントラルロッキングモーター(テールゲート)

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　セントラルロッキングモーター(燃料給油口キャップ)

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　ターミナル15Rリレー

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　ターミナル15リレー

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　ターンシグナルランプ

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　テールランプ(下)

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　テールランプ(上)

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　ドームランプ

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　トランクランプ

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　ヒーター付きリアウインドウリレー

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　フロントドームランプスイッチ

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　フロント右リーディングランプ

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　フロント左リーディングランプ

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　メイクアップライト

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　リアフォグランプ

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　リアランプ

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　リアワイパー

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　リバースランプ

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　静止電流カットアウトリレー

　OCP(オーバーヘッドコントロールパネル) 　番号灯

　OSB-FL(整形シートバック-フロント左) 　Bottom inflatable cushion in lumbar region : Empty

　OSB-FL(整形シートバック-フロント左) 　Bottom inflatable cushion in lumbar region : Fill

　OSB-FL(整形シートバック-フロント左) 　Bottom inflatable cushion in shoulder region : Empty

　OSB-FL(整形シートバック-フロント左) 　Bottom inflatable cushion in shoulder region : Fill

　OSB-FL(整形シートバック-フロント左) 　Center inflatable cushion in lumbar region : Empty

　OSB-FL(整形シートバック-フロント左) 　Center inflatable cushion in lumbar region : Fill

　OSB-FL(整形シートバック-フロント左) 　Function lighting in switch S109s1 (Dynamic lumbar support adjustment switch)

　OSB-FL(整形シートバック-フロント左) 　Inflatable cushion for lateral support : Empty

　OSB-FL(整形シートバック-フロント左) 　Inflatable cushion for lateral support : Fill

　OSB-FL(整形シートバック-フロント左) 　Inflatable cushion in shoulder area : Empty

　OSB-FL(整形シートバック-フロント左) 　Inflatable cushion in shoulder area : Fill

　OSB-FL(整形シートバック-フロント左) 　Top inflatable cushion in lumbar region : Empty

　OSB-FL(整形シートバック-フロント左) 　Top inflatable cushion in lumbar region : Fill

　OSB-FL(整形シートバック-フロント左) 　Top inflatable cushion in shoulder region : Empty

　OSB-FL(整形シートバック-フロント左) 　Top inflatable cushion in shoulder region : Fill

　OSB-FR(整形シートバック-フロント右) 　Bottom inflatable cushion in lumbar region : Empty



　OSB-FR(整形シートバック-フロント右) 　Bottom inflatable cushion in lumbar region : Fill

　OSB-FR(整形シートバック-フロント右) 　Bottom inflatable cushion in shoulder region : Empty

　OSB-FR(整形シートバック-フロント右) 　Bottom inflatable cushion in shoulder region : Fill

　OSB-FR(整形シートバック-フロント右) 　Center inflatable cushion in lumbar region : Empty

　OSB-FR(整形シートバック-フロント右) 　Center inflatable cushion in lumbar region : Fill

　OSB-FR(整形シートバック-フロント右) 　Function lighting in switch S108s1 (Dynamic lumbar support adjustment switch)

　OSB-FR(整形シートバック-フロント右) 　Inflatable cushion for lateral support : Empty

　OSB-FR(整形シートバック-フロント右) 　Inflatable cushion for lateral support : Fill

　OSB-FR(整形シートバック-フロント右) 　Inflatable cushion in shoulder area : Empty

　OSB-FR(整形シートバック-フロント右) 　Inflatable cushion in shoulder area : Fill

　OSB-FR(整形シートバック-フロント右) 　Top inflatable cushion in lumbar region : Empty

　OSB-FR(整形シートバック-フロント右) 　Top inflatable cushion in lumbar region : Fill

　OSB-FR(整形シートバック-フロント右) 　Top inflatable cushion in shoulder region : Empty

　OSB-FR(整形シートバック-フロント右) 　Top inflatable cushion in shoulder region : Fill

　OSB-R(整形シートバック-リア) 　Bottom inflatable cushion in lumbar region : Empty

　OSB-R(整形シートバック-リア) 　Bottom inflatable cushion in lumbar region : Fill

　OSB-R(整形シートバック-リア) 　Bottom inflatable cushion in shoulder region : Empty

　OSB-R(整形シートバック-リア) 　Bottom inflatable cushion in shoulder region : Fill

　OSB-R(整形シートバック-リア) 　Center inflatable cushion in lumbar region : Empty

　OSB-R(整形シートバック-リア) 　Center inflatable cushion in lumbar region : Fill

　OSB-R(整形シートバック-リア) 　Function lighting in switch S108s1 (Dynamic lumbar support adjustment switch)

　OSB-R(整形シートバック-リア) 　Inflatable cushion for lateral support : Empty

　OSB-R(整形シートバック-リア) 　Inflatable cushion for lateral support : Fill

　OSB-R(整形シートバック-リア) 　Inflatable cushion in shoulder area : Empty

　OSB-R(整形シートバック-リア) 　Inflatable cushion in shoulder area : Fill

　OSB-R(整形シートバック-リア) 　Left seat Bottom inflatable cushion in lumbar region : Empty

　OSB-R(整形シートバック-リア) 　Left seat Bottom inflatable cushion in lumbar region : Fill

　OSB-R(整形シートバック-リア) 　Left seat Center inflatable cushion in lumbar region : Empty

　OSB-R(整形シートバック-リア) 　Left seat Center inflatable cushion in lumbar region : Fill

　OSB-R(整形シートバック-リア) 　Left seat Function lighting in switch S104s1 (Dynamic lumbar support adjustment switch)

　OSB-R(整形シートバック-リア) 　Left seat Inflatable cushion for lateral support : Empty

　OSB-R(整形シートバック-リア) 　Left seat Inflatable cushion for lateral support : Fill

　OSB-R(整形シートバック-リア) 　Left seat Top inflatable cushion in lumbar region : Empty

　OSB-R(整形シートバック-リア) 　Left seat Top inflatable cushion in lumbar region : Fill

　OSB-R(整形シートバック-リア) 　Right seat Bottom inflatable cushion in lumbar region : Empty

　OSB-R(整形シートバック-リア) 　Right seat Bottom inflatable cushion in lumbar region : Fill

　OSB-R(整形シートバック-リア) 　Right seat Center inflatable cushion in lumbar region : Empty

　OSB-R(整形シートバック-リア) 　Right seat Center inflatable cushion in lumbar region : Fill

　OSB-R(整形シートバック-リア) 　Right seat Function lighting in switch S103s1 (Dynamic lumbar support adjustment switch)

　OSB-R(整形シートバック-リア) 　Right seat Inflatable cushion for lateral support : Empty

　OSB-R(整形シートバック-リア) 　Right seat Inflatable cushion for lateral support : Fill

　OSB-R(整形シートバック-リア) 　Right seat Top inflatable cushion in lumbar region : Empty

　OSB-R(整形シートバック-リア) 　Right seat Top inflatable cushion in lumbar region : Fill

　OSB-R(整形シートバック-リア) 　Top inflatable cushion in lumbar region : Empty

　OSB-R(整形シートバック-リア) 　Top inflatable cushion in lumbar region : Fill

　OSB-R(整形シートバック-リア) 　Top inflatable cushion in shoulder region : Empty

　OSB-R(整形シートバック-リア) 　Top inflatable cushion in shoulder region : Fill

　PSD・MSC(スライドルーフコントロール) 　Closing roller sun blind

　PSD・MSC(スライドルーフコントロール) 　Closing sliding roof

　PSD・MSC(スライドルーフコントロール) 　Closing tilting roof

　PSD・MSC(スライドルーフコントロール) 　Front roller sun blind Close

　PSD・MSC(スライドルーフコントロール) 　Front roller sun blind Open

　PSD・MSC(スライドルーフコントロール) 　Opening roller sun blind

　PSD・MSC(スライドルーフコントロール) 　Opening sliding roof

　PSD・MSC(スライドルーフコントロール) 　Opening tilting roof

　PSD・MSC(スライドルーフコントロール) 　Rear roller sun blind Close

　PSD・MSC(スライドルーフコントロール) 　Rear roller sun blind Open

　PSD・MSC(スライドルーフコントロール) 　Sliding Roof Close

　PSD・MSC(スライドルーフコントロール) 　Sliding roof open

　PSD・MSC(スライドルーフコントロール) 　Tilting Roof Close

　PSD・MSC(スライドルーフコントロール) 　Tilting roof open

　PSE(ニューマチックシステム) 　Emergency opening by simulating the crash signal

　PSE(ニューマチックシステム) 　Lower head restraints with vacuum

　PSE(ニューマチックシステム) 　Open or close central locking : Close

　PSE(ニューマチックシステム) 　Open or close central locking : Open

　PSE(ニューマチックシステム) 　Unlock trunk lid

　PSM(パラメータ可能特殊モジュール) 　Output 'Circuit'

　PSM(パラメータ可能特殊モジュール) 　Output Distance

　PSM(パラメータ可能特殊モジュール) 　Output Door contact

　PSM(パラメータ可能特殊モジュール) 　Output for indicator lamp of button 'Two-way radio cut-in'

　PSM(パラメータ可能特殊モジュール) 　Output for indicator lamp of button 'Two-way radio main switch'

　PSM(パラメータ可能特殊モジュール) 　Output KI K (Rear ashtray illumination)

　PSM(パラメータ可能特殊モジュール) 　Output Radio help call

　PSM(パラメータ可能特殊モジュール) 　Output 'Radio help call'

　PSM(パラメータ可能特殊モジュール) 　Output Roof sign

　PSM(パラメータ可能特殊モジュール) 　Output Roof sign inverted

　PSM(パラメータ可能特殊モジュール) 　Output 'Seat occupied recognition'

　PSM(パラメータ可能特殊モジュール) 　Output 'Status of buttons for horns'

　PSM(パラメータ可能特殊モジュール) 　Output Taximeter supply

　PSM(パラメータ可能特殊モジュール) 　Output 'Travel distance'

　PSM(パラメータ可能特殊モジュール) 　Output 'Two-way radio cut-in'



　PSM(パラメータ可能特殊モジュール) 　Output Two-way radio set supply

　PSM(パラメータ可能特殊モジュール) 　Output Voltage supply of peripheral units

　PSM(パラメータ可能特殊モジュール) 　Power supply (10A) for peripheral devices

　PSM(パラメータ可能特殊モジュール) 　Power supply (5A) for peripheral devices

　PSM(パラメータ可能特殊モジュール) 　Power supply for flashing lights in trunk lid or liftgate

　PSM(パラメータ可能特殊モジュール) 　Power supply of peripheral devices

　PSM(パラメータ可能特殊モジュール) 　Power supply of roof sign lamp

　PSM(パラメータ可能特殊モジュール) 　Power supply of two-way radio

　PSM(パラメータ可能特殊モジュール) 　出力ターミナル15

　PTC(PTCヒーターブースター) 　Actuate pneumatic pump

　PTC(補足ヒーター) 　LEDテスト

　PTC(補足ヒーター) 　ウォーターバルブ

　PTC(補足ヒーター) 　ウォーターポンプ

　PTC(補足ヒーター) 　エアミクスチャ: クーリング

　PTC(補足ヒーター) 　エアミクスチャ:ヒーティング

　PTC(補足ヒーター) 　スイッチイルミネーション

　PTC(補足ヒーター) 　ブロワーステージ1

　PTC(補足ヒーター) 　ブロワーモーター

　PTC(補足ヒーター) 　外気導入/内気循環: 外気

　PTC(補足ヒーター) 　外気導入/内気循環: 循環

　PTC(補足ヒーター) 　追加ファンリレー:ステージ1

　PTC(補足ヒーター) 　追加ファンリレー:ステージ2

　PTC(補足ヒーター) 　内部温度センサーファンモーター

　PTC(補足ヒーター) 　冷媒コンプレッサー

　PTCU(コモンパワートレインコントローラー) 　Fan motor

　PTCU(コモンパワートレインコントローラー) 　Low temperature circuit circulation pump 1

　PTCU(コモンパワートレインコントローラー) 　Switch off circuit 87

　PTS(パークトロニックシステム) 　A44/1 (PTS warning display, instrument panel driver side)

　PTS(パークトロニックシステム) 　A44/3 (PTS warning display, rear dome lamp)

　PTS(パークトロニックシステム) 　A44/4 (PTS warning display, instrument panel center) : Left

　PTS(パークトロニックシステム) 　A44/4 (PTS warning display, instrument panel center) : Right

　PTS(パークトロニックシステム) 　A44/4(PTS警告ディスプレイ、インストルメントパネル真ん中):

　PTS(パークトロニックシステム) 　PTS warning display, instrument panel center Left

　PTS(パークトロニックシステム) 　PTS warning display, instrument panel center Right

　PTS(パークトロニックシステム) 　PTS warning display, rear dome lamp Left

　PTS(パークトロニックシステム) 　PTS warning display, rear dome lamp Right

　PTS(パークトロニックシステム) 　PTS警告ディスプレー(インストルメントパネル中央:右側)

　PTS(パークトロニックシステム) 　PTS警告ディスプレー(インストルメントパネル中央:左側)

　PTS(パークトロニックシステム) 　PTS警告ディスプレー(リアドームランプ)

　PTS(パークトロニックシステム) 　Warning indicator [Front parking system]

　PTS(パークトロニックシステム) 　Warning indicator [Rear parking system]

　PTS(パークトロニックシステム) 　Warning indicator rear parking system

　PTS(パークトロニックシステム) 　Warning indicators 'Parking system'

　PTS(パークトロニックシステム) 　警告エレメント/警告ブザー

　RCM(リアコントロールモジュール) 　Actuate orientation lighting

　RCM(リアコントロールモジュール) 　Actuation for emergency operation and after repairs (function check)

　RCM(リアコントロールモジュール) 　Cigar lighter illumination

　RCM(リアコントロールモジュール) 　Cigarette lighter

　RCM(リアコントロールモジュール) 　E17/13(Left rear door inside handle illumination)

　RCM(リアコントロールモジュール) 　E17/5(リア左ドアエントリー/エグジットランプ)

　RCM(リアコントロールモジュール) 　Folding up head restraint in left rear

　RCM(リアコントロールモジュール) 　Folding up head restraint in right rear

　RCM(リアコントロールモジュール) 　Function and switch/controls illumination

　RCM(リアコントロールモジュール) 　Function illumination : S84/10 (Soft top control button)

　RCM(リアコントロールモジュール) 　Ignition ON

　RCM(リアコントロールモジュール) 　Power window DOWN

　RCM(リアコントロールモジュール) 　Power window switches in rear

　RCM(リアコントロールモジュール) 　Power window UP

　RCM(リアコントロールモジュール) 　Rear left power window

　RCM(リアコントロールモジュール) 　Rear left power window : Lowering

　RCM(リアコントロールモジュール) 　Rear left power window : Raising

　RCM(リアコントロールモジュール) 　Rear left power window : Short stroke position

　RCM(リアコントロールモジュール) 　Rear right power window

　RCM(リアコントロールモジュール) 　Rear right power window : Lowering

　RCM(リアコントロールモジュール) 　Rear right power window : Raising

　RCM(リアコントロールモジュール) 　Rear right power window : Short stroke position

　RCM(リアコントロールモジュール) 　Relay 'Hydraulic pump (clockwise rotation)'

　RCM(リアコントロールモジュール) 　Relay 'Hydraulic pump (counterclockwise rotation)'

　RCM(リアコントロールモジュール) 　Seat belt extender on left : Extend

　RCM(リアコントロールモジュール) 　Seat belt extender on left : Retract

　RCM(リアコントロールモジュール) 　Seat belt extender on right : Extend

　RCM(リアコントロールモジュール) 　Seat belt extender on right : Retract

　RCM(リアコントロールモジュール) 　Switch illumination : Cigar lighter

　RCM(リアコントロールモジュール) 　Switch illumination : Function and switch/controls

　RCM(リアコントロールモジュール) 　Switch illumination : Power window switches in rear

　RCM(リアコントロールモジュール) 　Switch illumination : S84/10 (Soft top control button)

　RCM(リアコントロールモジュール) 　Terminal 58d (Switch illumination)

　RCM(リアコントロールモジュール) 　サーチ照明スイッチ

　RCM(リアコントロールモジュール) 　パワーウインドウ

　RCM(リアコントロールモジュール) 　機能ランプ

　REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール) 　Central locking : Lock



　REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール) 　Central locking : Unlock

　REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール) 　Illumination S62/26 (RWTS button)

　REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール) 　LED in button 'Automatic loading floor'

　REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール) 　License plate light

　REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール) 　Locking eye for power closing : Close

　REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール) 　Locking eye for power closing : Open

　REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール) 　Rear-end Door Close

　REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール) 　Rear-end Door Closing Warning Buzzer

　REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール) 　Rear-end door lock

　REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール) 　Rear-end Door Open

　REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール) 　Signal 'Rear-end door open'

　REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール) 　Washer nozzle heater

　REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール) 　リアフォグランプ

　REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール) 　リアワイパー

　REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール) 　リバースランプ

　RevETR-LF(フロント左プリテンショナー) 　Test of emergency tensioning retractor function

　RevETR-RF(フロント右プリテンショナー) 　Test of emergency tensioning retractor function

　RFK(バックアップカメラ) 　Reversing camera

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Actuation for emergency operation and after repairs (function check)

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Central Locking

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Central locking CLOSE

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Central locking OPEN

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Cigar lighter illumination

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Close trunk lid

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Crash deployment of roll bar

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　EXITランプ

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Fold in side flaps

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Fold out side flaps

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Function and switch/controls illumination

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Function illumination : S84/10 (Soft top control button)

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Ignition ON

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Illumination of switches power window

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Left belt extender

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Left rear power window motor - Down

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Left rear power window motor - Up

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Left rear power window overheating protection

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Lighting S114 (Load assist switch)

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Lighting Switch Loading assist

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Open trunk lid

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Power window DOWN

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Power window switches in rear

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Power window UP

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Rear left power window

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Rear left power window : Lowering

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Rear left power window : Raising

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Rear left power window Lowering

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Rear left power window Raising

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Rear right power window

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Rear right power window : Lowering

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Rear right power window : Raising

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Relay 'Hydraulic pump (clockwise rotation)'

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Relay 'Hydraulic pump (counterclockwise rotation)'

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Right belt extender

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Right rear power window motor - Down

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Right rear power window motor - Up

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Right rear power window overheating protection

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Seat belt extender on left : Extend

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Seat belt extender on left : Retract

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Seat belt extender on right : Extend

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Seat belt extender on right : Retract

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Switch illumination : Cigar lighter

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Switch illumination : Function and switch/controls

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Switch illumination : Power window switches in rear

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　Switch illumination : S84/10 (Soft top control button)

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　スイッチイルミネーション

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　スイッチイルミネーションターミナル58D

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　パワーウインドウ

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　パワーウインドウ 開

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　パワーウインドウ 閉

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　リア左ドア警告ランプ

　RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール) 　リア左ドア室内ハンドルイルミネーション

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　A9 (Refrigerant compressor)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　A9(エアコンコンプレッサー)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　A9y1(Refrigerant compressor magnetic clutch)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Additional battery

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Ambiance illumination

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Ambient illumination

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Ambient illumination in cockpit and center console - Blue

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Ambient illumination in cockpit and center console - Yellow

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Ambient illumination in footwell - Blue

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Ambient illumination in footwell - Yellow



　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　ATA alarm signal siren

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Central Locking Left Rear Door Close

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Central Locking Left Rear Door Open

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Circuit 15 relay / Circuit 87 relay, chassis

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Daytime running lights

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　E1 (Left front lamp unit) : Activation of all actuations

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　E1 e2(左側ロービーム)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　E1/3 (Left daytime running lights headlamp)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　E1e2 (Left low beam)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　E1e3(Left front standing and parking lights)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　E1e5 (Left front turn signal light), E1e14 (Left outer turn signal lamp)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　E1e5(Left front turn signal light)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　E2 (Right front lamp unit) : Activation of all actuations

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　E2/3 (Right daytime running lights headlamp)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　E21(Center brake lamp)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　E2e2(右側ロービーム)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　E2e3(Right front standing and parking lights)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　E2e5 (Right front turn signal light), E2e14 (Right outer turn signal lamp)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　E2e5(Right front turn signal light)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　E3 (Left rear lamp unit) : Activation of all actuations

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　E3/1 (Inner left rear lamp unit) : Activation of all actuations

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　E3/1e2 (Inner left taillight)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　E3/1e3 (Left backup lamp)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　E3e1(Left rear turn signal light)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　E3e4 (Left stop lamp)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　E3e6 (Left side marker light), E3e16 (Outer left taillight)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　E4 (Right rear lamp unit) : Activation of all actuations

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　E4/1 (Inner right rear lamp unit) : Activation of all actuations

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　E4/1e2 (Right inside taillight)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　E4/1e3 (Right backup lamp)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　E4e1(Right rear turn signal light)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　E4e4 (Right stop lamp)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　E4e6 (Right side marker light), E4e16 (Outer right taillight)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　E5/1(Left front fog lamp)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　E5/2(Right front fog lamp)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　E6/1(Left front side-marker lamp)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　E6/2(Right front side-marker lamp)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　ECO Start/Stop function

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Engine fuse and relay module

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Erase alarm sources

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　F33k1 (Circuit 30g relay) : Close

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　F33k1 (Circuit 30g relay) : Open

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　F4kA (Circuit 15R2 power outlet relay)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　F4kE (Circuit 15 relay)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　F4kG (Circuit 15R1 relay)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　F58kJ (Fanfare horn relay)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　F58kK (Wiper speed 1/2 relay)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　F58kL (Windshield wiper ON/OFF relay)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　F58kR (Circuit 15 relay)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Fanfare Horn

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Fanfare horn relay

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Fanfare relay module

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Fog lamp Drivers side

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Fog Light Left

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Fog Light Right

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Footwell illumination

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Footwell lamp

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Footwell lights

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Front side marker lamp Drivers side

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Front side marker lamp Passenger side

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Front turn signal lamp Drivers side

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　G1/7 (Additional battery)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Gear display

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　HCSポンプ

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Headlamp Cleaning System Pump

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Heat exchanger shutoff motor Close shutoff valve

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Heat exchanger shutoff motor Open shutoff valve

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　High beam Drivers side

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Illumination door sill moldings - Left front

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Illumination door sill moldings - Right front

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　K13/2(Heated windshield relay)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　K9(Auxiliary fan stage 1 and 2 relay)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　LED Fog light

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　LED Rear foglight

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Left front lamp unit

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Left fuse and relay module

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　License plate lamps

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Low beam Drivers side

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Low Beam Left

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Low Beam Right

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Low beams



　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　M13(冷却水循環ポンプ)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　M13/5(Coolant circulation pump)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　M14/10 (Tank cap central locking actuator)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　M5/1 (Windshield washer system pump)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　M5/1(Windshield washer fluid pump)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　M5/2 (Headlamp cleaning system pump)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　M5/2(HCS pump)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　M5/3(Tailgate washer fluid pump)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　MAIN BEAM

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Main Beam Left

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Main Beam Right

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　N10/1kJ(Circuit 15 relay)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　N10/1kK(Circuit 15R relay)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　N10/1kl (Fanfare horns relay)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　N10/1kO(Fanfare horn relay)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　No-load current shutoff relay

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Perfume atomizer generator

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　R2/10 (Wiper park position heater)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Rear left power window Lowering

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Rear left power window Raising

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Rear right power window Lowering

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Rear right power window Raising

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Refrigerant compressor with magnetic clutch

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Right Fog Light

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Right front lamp unit

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Right front side light and parking light

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Right Front Turn Signal Light

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Right Low Beam

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Seat Heater Front Left Stage 1

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Seat Heater Front Left Stage 2

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Seat Heater Front Left Stage 3

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Seat Heater Front Right Stage 1

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Seat Heater Front Right Stage 2

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Seat Heater Front Right Stage 3

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Side Lamp Left

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Side Lamp Right

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Spray nozzle heating and spray nozzle hose heater

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Standing and parking lamp Drivers side

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Standing lights

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Switch and controls illumination

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Switch illumination : Terminal 58d

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Switch illumination( Terminal 58d )

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Symbol illumination

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Turn signal

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Turn Signal Lamp Left

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Turn Signal Lamp Right

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Washer Pump Front

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Washer Pump Rear

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Windshield heater

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Windshield washer system pump

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Windshield washer system pump - Front

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Windshield washer system pump - Rear

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Windshiled wiper motor Stage 1

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Windshiled wiper motor Stage 2

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Wiper : Stage 1

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Wiper : Stage 2

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Wiper motor Stage 1

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Wiper motor Stage 2

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Y13 (Fresh air/recirculated air flap switchover valve) : Close

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　Y13 (Fresh air/recirculated air flap switchover valve) : Open

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　インテリアランプ

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　ウォーターポンプ

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　ウォッシャー(フロント)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　ウォッシャー(リア)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　ウォッシャーノズル/ウォッシャーノズルホースヒーター

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　エアコンコンプレッサー

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　サイドランプ

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　スイッチイルミネーション

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　スイッチイルミネーションターミナル58D

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　スターターターミナル50リレー

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　ステアリングコラム調整:アップ

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　ステアリングコラム調整:ダウン

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　ステアリングコラム調整:後

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　ステアリングコラム調整:前

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　ターミナル15

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　ターミナル15R

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　ターミナル15Rリレー

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　ターミナル15リレー

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　ターミナル58d

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　ターンシグナルランプ

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　テールゲートウォッシャーフルードポンプ



　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　パーキングライト

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　ヒーター付フロントガラスウォッシャーノズル

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　ファンファーレホーン

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　ファンファーレホーンリレー

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　フォグランプ

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　フォグランプLED

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　フロントガラスウォッシャーフルードポンプ

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　フロント右サイドランプ及びパーキングランプ

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　フロント右ターンシグナルランプ

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　フロント左サイドランプ及びパーキングランプ

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　フロント左ターンシグナルランプ

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　リアフォグランプLED

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　ロービーム

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　ワイパー(ステージ1)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　ワイパー(ステージ2)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　ワイパー:ステージ1

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　ワイパー:ステージ2

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　ワイパーモーター(ステージ1)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　ワイパーモーター(ステージ2)

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　ワイパーレストヒーター

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　右側メインビーム

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　左側フォグランプ

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　左側メインビーム

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　左側ロービーム

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　冷却水循環ポンプ

　SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール) 　冷媒コンプレッサー

　SAM-P(助手席側信号収集・作動モジュール) 　E36 (Armrest storage compartment lighting)

　SAM-P(助手席側信号収集・作動モジュール) 　Fog lamp Front-passenger side

　SAM-P(助手席側信号収集・作動モジュール) 　Footwell lights

　SAM-P(助手席側信号収集・作動モジュール) 　High beam Passenger side

　SAM-P(助手席側信号収集・作動モジュール) 　Illumination for front ashtray, spectacles compartment, storage compartment and footwell

　SAM-P(助手席側信号収集・作動モジュール) 　K40/4kP (Fanfare horns relay)

　SAM-P(助手席側信号収集・作動モジュール) 　K40/7kP (Fanfare horns relay)

　SAM-P(助手席側信号収集・作動モジュール) 　Low beam Passenger side

　SAM-P(助手席側信号収集・作動モジュール) 　M13(冷却水循環ポンプ)

　SAM-P(助手席側信号収集・作動モジュール) 　Right Fog Light

　SAM-P(助手席側信号収集・作動モジュール) 　Right front side light and parking light

　SAM-P(助手席側信号収集・作動モジュール) 　Right Front Turn Signal Light

　SAM-P(助手席側信号収集・作動モジュール) 　Standing and parking lamp Front-passenger side

　SAM-P(助手席側信号収集・作動モジュール) 　Turn signal lamp Front-passenger side

　SAM-P(助手席側信号収集・作動モジュール) 　ウインドーシールドウォッシャーポンプ

　SAM-P(助手席側信号収集・作動モジュール) 　ウォッシャーノズル/ウォッシャーノズルホースヒーター

　SAM-P(助手席側信号収集・作動モジュール) 　ヘッドライトクリーニングシステム

　SAM-P(助手席側信号収集・作動モジュール) 　右側メインビーム

　SAM-P(助手席側信号収集・作動モジュール) 　左側ロービーム

　SAM-P(助手席側信号収集・作動モジュール) 　冷却水循環ポンプ

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　1st seat row/trunk refrigerator box and power outlet relay

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　2nd seat row cup holder and power outlet relay

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Additional stop light

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Ambience illumination rear - Blue

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Ambience illumination rear - Red

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Ambience illumination rear - Yellow

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Ambient lamp and warning lamp

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Backup light - Left

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Backup light - Right

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Brake light - Left down

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Brake light - Left up

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Brake light - Right down

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Brake light - Right up

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Center brake lamp

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Central Locking Rear End Door Open

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Central Locking Right Rear Door Close

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Central Locking Right Rear Door Open

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Door Entry/Exit Lamp Rear Left

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Door Entry/Exit Lamp Rear Right

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Door Inside Handle Lamp

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　E18/5(Left trunk lamp)

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　E18/6 (Right trunk lamp)

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　E19/1(Left license plate lamp)

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　E19/2(Right license plate lamp)

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　E21(Center brake lamp)

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　E3/1e3 (Left backup lamp)

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　E3/1e4 (Inner left brake light and taillight) Status of brake light

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　E3/1e4 (Inner left brake light and taillight) Status of taillights

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　E3/1e5 (Left rear fog light)

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　E3/1e6 (Inner left background light)

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　E3e1(Left rear turn signal light)

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　E3e11 (Outer left brake light and taillight) Status of brake light

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　E3e11 (Outer left brake light and taillight) Status of taillights

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　E3e11 (Outer right brake light and taillight) Status of brake light

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　E3e15 (Outer left background light)



　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　E4/1e3 (Right backup lamp)

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　E4/1e4 (Inner right brake light and taillight) Status of brake light

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　E4/1e4 (Inner right brake light and taillight) Status of taillights

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　E4/1e5 (Right rear fog light)

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　E4/1e6 (Inner right background light)

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　E40(Trunk lid ambient lamp)

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　E40/3 (Right trunk lid ambient lamp and warning lamp)

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　E4e1(Right rear turn signal light)

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　E4e11 (Outer right brake light and taillight) Status of taillights

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　E4e15 (Outer right background light)

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Erase alarm sources

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　F32k2 (No-load current cutout relay)

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Fuel filler cap Unlock

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Head restraint release in rear passenger compartment : Center

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Head restraint release in rear passenger compartment : Left

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Head restraint release in rear passenger compartment : Right

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Illumination of component 'S62/36(Tailgate control button)'

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Illumination of component 'S88/10(Trunk lid emergency opening switch)'

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Illumination of trunk lid/liftgate control button

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　LED in switch Trunk lid emergency opening

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Left front seat heater : Stage 1

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Left front seat heater : Stage 2

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Left front seat heater : Stage 3

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Left stop light

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　License Plate Lamp Left

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　License Plate Lamp Right

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　License plate lamps

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　License plate lights left

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　License plate lights right

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Locking of rear door

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　M14/10 (Tank cap central locking motor) : Close

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　M14/10 (Tank cap central locking motor) : Open

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　M14/7 (Trunk lid central locking motor) : Open

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　N10/2kA(Circuit 15 relay)

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　N10/2kB (Circuit 15R relay (2))

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　N10/2kB(Circuit 15R relay(1))

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　N29/5 (Left front seat ventilation blower regulator) : Stage 1

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　N29/5 (Left front seat ventilation blower regulator) : Stage 2

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　N29/5 (Left front seat ventilation blower regulator) : Stage 3

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　N29/6 (Right front seat ventilation blower regulator) : Stage 1

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　N29/6 (Right front seat ventilation blower regulator) : Stage 2

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　N29/6 (Right front seat ventilation blower regulator) : Stage 3

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　R1 (Rear window heater)

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Rear blind Lower

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Rear blind Raise

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Rear fog lamp

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Rear Fog Lamp Left

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Rear Fog Lamp Right

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Rear foglight inside Left

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Rear foglight inside Right

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Rear foglight outside Left

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Rear foglight outside Right

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Rear turn signal lamps - Left

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Rear turn signal lamps - Right

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Rear window defroster relay

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Rear window heater relay

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Rear Wiper Relay

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Reversing Lamp Left

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Reversing Lamp Right

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Reversing lights Left

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Reversing lights Right

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Right front seat heater : Stage 1

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Right front seat heater : Stage 2

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Right front seat heater : Stage 3

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Right stop light

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Seat belt wear convenience : Rear left

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Seat belt wear convenience : Rear right

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Socket Circuit 15R Relay (With Run On)

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Spare 1 (Changeover Contact), Spare 2 (Normally Open Contact), Trailer Circuit 30 Relay

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Stop Lamp Center

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Stop Lamp Left

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Stop Lamp Right

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Stop light Trunk lid

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Stop lights Center high-mounted stop lamp

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Stop lights Left

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Stop lights Right

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Tail Lamp Left

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Tail Lamp Right

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Tail light inside Left

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Tail light inside Right

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Tail light outside Left



　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Tail light outside Right

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Tail light/Brake light - Left down

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Tail light/Brake light - Left up

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Tail light/Brake light - Right down

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Tail light/Brake light - Right up

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Tank cap central locking actuator

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Trunk lamps

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Trunk lamps Left

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Trunk lamps Right

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Trunk lid lock motor

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Turn Signal Lamp Left

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Turn Signal Lamp Right

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Turn signal lights inside Left

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Turn signal lights inside Right

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Turn signal lights outside Left

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Turn signal lights outside Right

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　Vehicle interior circuit 15 relay

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　サイドマーカーランプ

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　サラウンドランプ/警告ランプ

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　ストップランプ

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　ストップランプ(アディショナルストップランプ)

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　ストップランプ(右側ストップランプ)

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　ストップランプ(左側ストップランプ)

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　セントラルロッキングモーター(テールゲート)

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　セントラルロッキングモーター(燃料給油口キャップ)

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　ターミナル15Rリレー

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　ターミナル15Rリレー1

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　ターミナル15Rリレー2

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　ターミナル15リレー

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　ターンシグナルランプ

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　テールランプ

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　テールランプ(下)

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　テールランプ(上)

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　トランクランプ

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　トランクリッドロック解除

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　ヒーター付きリアウインドウリレー

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　リアウインドウデフロスター

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　リアガラス

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　リアスクリーン:下

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　リアスクリーン:上

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　リアフォグランプ

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　リアワイパー

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　リア左フォグランプ

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　リバースランプ

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　静止電流カットアウトリレー

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　燃料給油口キャップ(ロック)

　SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー) 　番号灯

　SCM [MRM](ステアリングコラムモジュール) 　Button illumination of multifunction steering wheel

　SCM [MRM](ステアリングコラムモジュール) 　Fuction illumination of cruise control

　SCM [MRM](ステアリングコラムモジュール) 　Fuction illumination of steering wheel heater

　SCM [MRM](ステアリングコラムモジュール) 　Function illumination for steering wheel heater

　SCM [MRM](ステアリングコラムモジュール) 　Function illumination for variable speed limiter

　SCM [MRM](ステアリングコラムモジュール) 　Illumination Cruise Control

　SCM [MRM](ステアリングコラムモジュール) 　Illumination Gear Selector Switch

　SCM [MRM](ステアリングコラムモジュール) 　Illumination Heated Steering Wheel

　SCM [MRM](ステアリングコラムモジュール) 　Illumination Multifunction Steering Wheel

　SCM [MRM](ステアリングコラムモジュール) 　Illumination of DIRECT SELECT lever

　SCM [MRM](ステアリングコラムモジュール) 　Search illumination of multifunction steering wheel

　SCM [MRM](ステアリングコラムモジュール) 　SPEEDTRONIC Light-emitting diode

　SCM [MRM](ステアリングコラムモジュール) 　Steering Wheel Heater

　SCM [MRM](ステアリングコラムモジュール) 　Steering wheel vibration motor

　SCM [MRM](ステアリングコラムモジュール) 　Switch and controls illumination for DIRECT SELECT gear selector switch

　SCM [MRM](ステアリングコラムモジュール) 　バリアブルスピードリミッター

　SCM [MRM](ステアリングコラムモジュール) 　マルチファンクションステアリング

　SCM [MRM](ステアリングコラムモジュール) 　マルチファンクションステアリングホイールサーチ照明

　SCM [MRM](ステアリングコラムモジュール) 　機能照明

　SCR(選択触媒還元) 　AdBlue delivery pump

　SCR(選択触媒還元) 　AdBlue extraction pump

　SCR(選択触媒還元) 　AdBlue metering valve - 5%

　SCR(選択触媒還元) 　AdBlue metering valve - 50%

　SCR(選択触媒還元) 　AdBlue metering valve : AdBlue metering valve in mode 'Fast'

　SCR(選択触媒還元) 　AdBlue metering valve : AdBlue metering valve in mode 'Slow'

　SCR(選択触媒還元) 　AdBlue pressure line heating element

　SCR(選択触媒還元) 　AdBlue reversing valve : Switching of reversing valve in direction 'AdBlue metering valve'

　SCR(選択触媒還元) 　AdBlue reversing valve : Switching of reversing valve in direction 'AdBlue tank'

　SCR(選択触媒還元) 　AdBlue tank heating element

　SCR(選択触媒還元) 　Heating : A103/1r1 (AdBlue(R) tank heating element)

　SCR(選択触媒還元) 　Heating : A103/1r2 (AdBlue(R) pressure line heating element)

　SCR(選択触媒還元) 　Heating : A103/2r1 (AdBlue(R) delivery module heating element)

　SGR(レーダーセンサーコントロールユニット) 　A44/3 (PTS warning display, rear dome lamp)

　SOUND(サウンドシステム) 　Actuation of fan on Sound amplifier



　SOUND(サウンドシステム) 　H4/1h1 (Left front door tweeter)

　SOUND(サウンドシステム) 　H4/1h2 (Left front door bass speaker)

　SOUND(サウンドシステム) 　H4/27 (Center instrument panel speaker)

　SOUND(サウンドシステム) 　H4/29 (Bass speaker)

　SOUND(サウンドシステム) 　H4/2h1 (Right front door tweeter)

　SOUND(サウンドシステム) 　H4/2h2 (Right front door bass speaker)

　SOUND(サウンドシステム) 　H4/3 (Left rear speaker)

　SOUND(サウンドシステム) 　H4/3h2 (Left rear bass speaker)

　SOUND(サウンドシステム) 　H4/4 (Right rear speaker)

　SOUND(サウンドシステム) 　H4/4h2 (right rear bass speaker)

　SOUND(サウンドシステム) 　H4/54 (Left rear surround speaker)

　SOUND(サウンドシステム) 　H4/57 (Right rear surround speaker)

　SSG(スプリンターシフトトランスミッション) 　緊急ニュートラル位置

　STL(左電動スライドドア) 　Central Locking

　STL(左電動スライドドア) 　Central locking CLOSE

　STL(左電動スライドドア) 　Central locking OPEN

　STL(左電動スライドドア) 　EXITランプ

　STL(左電動スライドドア) 　Rear left power window

　STL(左電動スライドドア) 　Rear left power window Lowering

　STL(左電動スライドドア) 　Rear left power window Raising

　STL(左電動スライドドア) 　Rear right power window

　STL(左電動スライドドア) 　スイッチイルミネーション

　STL(左電動スライドドア) 　スイッチイルミネーションターミナル58D

　STL(左電動スライドドア) 　リア左ドア警告ランプ

　STL(左電動スライドドア) 　リア左ドア室内ハンドルイルミネーション

　STR(右電動スライドドア) 　Central Locking

　STR(右電動スライドドア) 　Central locking CLOSE

　STR(右電動スライドドア) 　Central locking OPEN

　STR(右電動スライドドア) 　Rear right power window Lowering

　STR(右電動スライドドア) 　Rear right power window Raising

　STR(右電動スライドドア) 　スイッチイルミネーション

　STR(右電動スライドドア) 　スイッチイルミネーションターミナル58D

　STR(右電動スライドドア) 　リア右ドアエントリー/エグジットランプ

　STR(右電動スライドドア) 　リア右ドア警告ランプ

　STR(右電動スライドドア) 　リア右ドア室内ハンドルイルミネーション

　TLC・GTO(ガレージドアオープナー) 　Close trunk lid

　TLC・GTO(ガレージドアオープナー) 　Open trunk lid

　TPAD(タッチパッド) 　Actuator control

　TPAD(タッチパッド) 　Symbol illumination touchpad

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Additional turn signal light in exterior mirror

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Central Locking

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Central locking : Close

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Central locking : Open

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Central locking CLOSE

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Central locking OPEN

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Door interior lighting

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　EXITランプ

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Exterior Mirror Dimming

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Exterior Mirror Heater

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Exterior Mirror Housing Adjustment Fold In

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Exterior Mirror Housing Adjustment Fold Out

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Exterior Mirror Housing Fond In

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Exterior Mirror Housing Fond Out

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Exterior Mirror Lens Adjustment Down

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Exterior Mirror Lens Adjustment Left

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Exterior Mirror Lens Adjustment Right

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Exterior Mirror Lens Adjustment Up

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Exterior Mirror Lens Down

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Exterior Mirror Lens Left

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Exterior Mirror Lens Right

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Exterior Mirror Lens Up

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Exterior Mirror Memory Move Position 1

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Exterior Mirror Memory Move Position 2

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Exterior Mirror Memory Move Position 3

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Exterior Mirror Memory Store Position 1

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Exterior Mirror Memory Store Position 2

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Exterior Mirror Memory Store Position 3

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Front left power window Lowering

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Front left power window Raising

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　LED Trunk lid opened

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　LED Trunk Lid Remote Release

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　LEDChildproof lock activated

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Left Door Entrance/Exit Lamp

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Lighting S15/3 (Open and Close Switch for Rear-end Door, Driver)

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Mirror housing adjustment : Fold-in

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Mirror housing adjustment : Fold-out

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Mirror lens adjustment : DOWN

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Mirror lens adjustment : LEFT

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Mirror lens adjustment : RIGHT

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Mirror lens adjustment : UP

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Mirror memory : Position 1



　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Mirror memory : Position 2

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Mirror memory : Position 3

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Rearview mirrors heater

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Rearview mirrors housing adjustment Fold in

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Rearview mirrors housing adjustment Fold out

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Rearview mirrors lens adjustment down

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Rearview mirrors lens adjustment to the left

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Rearview mirrors lens adjustment to the right

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Rearview mirrors lens adjustment up

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Rearview mirrors memory Move mirror lens into position 1

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Rearview mirrors memory Move mirror lens into position 2

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Rearview mirrors memory Move mirror lens into position 3

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Rearview mirrors memory Store position 1

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Rearview mirrors memory Store position 2

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Rearview mirrors memory Store position 3

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　Switch illumination( Terminal 58d )

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　エクステリアバックミラー(ヒーター)

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　エクステリアバックミラー(メモリー位置1)

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　エクステリアバックミラー(メモリー位置2)

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　エクステリアバックミラー(メモリー位置3)

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　エクステリアバックミラー(格納)

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　エクステリアバックミラー(左/右)

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　エクステリアバックミラー(上/下)

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　エクステリアバックミラー(調光)

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　スイッチイルミネーション

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　スイッチイルミネーションターミナル58D

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　フロント左ドアエントリー/エグジットランプ

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　フロント左ドア警告ランプ

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　フロント左ドア室内ハンドルイルミネーション

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　ミラーヒーター

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　左側エクステリアミラー アンビエントライト

　TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール) 　左側エクステリアミラーターンシグナルランプ

　TSG-ML(左センタードアコントロールユニット) 　ヘッドレスト 下

　TSG-ML(左センタードアコントロールユニット) 　ヘッドレスト 上

　TSG-MR(右センタードアコントロールユニット) 　ヘッドレスト 下

　TSG-MR(右センタードアコントロールユニット) 　ヘッドレスト 上

　TSTH・STH(リモートコントロール付きステーショナリーヒーター) 　A6m2(Stationary heater combustion air blower)

　TSTH・STH(リモートコントロール付きステーショナリーヒーター) 　A6r4(Stationary heater glow plug/flame monitor unit)

　TSTH・STH(リモートコントロール付きステーショナリーヒーター) 　Activation of stationary heater in test mode

　TSTH・STH(リモートコントロール付きステーショナリーヒーター) 　Actuation A6m1 (circulation pump)

　TSTH・STH(リモートコントロール付きステーショナリーヒーター) 　Actuation A6m2 (combustion air blower)

　TSTH・STH(リモートコントロール付きステーショナリーヒーター) 　Actuation A6r2 (glow pin)

　TSTH・STH(リモートコントロール付きステーショナリーヒーター) 　Actuation Y23 (Stationary heater or heater booster fuel metering pump)

　TSTH・STH(リモートコントロール付きステーショナリーヒーター) 　Heating / Switch on ventilation in line with the request from the AC pushbutton control module

　TSTH・STH(リモートコントロール付きステーショナリーヒーター) 　Switch on component A6m1 (circulation pump)

　TSTH・STH(リモートコントロール付きステーショナリーヒーター) 　Switch on component A6m2 (combustion air blower)

　TSTH・STH(リモートコントロール付きステーショナリーヒーター) 　Switch on component A6r4 (Flame monitor glowpin unit)

　TSTH・STH(リモートコントロール付きステーショナリーヒーター) 　Switch on component A6r4 (Glow pin unit flam monitor)

　TSTH・STH(リモートコントロール付きステーショナリーヒーター) 　Switch on component A6r5 (Fuel preheating system)

　TSTH・STH(リモートコントロール付きステーショナリーヒーター) 　Switch on component Y23 (Stationary heater or heater booster fuel metering pump)

　TSTH・STH(リモートコントロール付きステーショナリーヒーター) 　Switch on component Y23 (STH fuel metering pump)

　TSTH・STH(リモートコントロール付きステーショナリーヒーター) 　Switch on LEDs in the control switch : The green LED (instant heat)

　TSTH・STH(リモートコントロール付きステーショナリーヒーター) 　Switch on LEDs in the control switch : The green or red LED (instant heat)

　TSTH・STH(リモートコントロール付きステーショナリーヒーター) 　Switch on LEDs in the control switch : The yellow LED (programming)

　TSTH・STH(リモートコントロール付きステーショナリーヒーター) 　Switch on stationary heater (normal mode)

　TSTH・STH(リモートコントロール付きステーショナリーヒーター) 　Switch on stationary heater (test mode)

　TSTH・STH(リモートコントロール付きステーショナリーヒーター) 　Switching stationary heater on and off

　TSTH・STH(リモートコントロール付きステーショナリーヒーター) 　The green LED (instant heat)

　TSTH・STH(リモートコントロール付きステーショナリーヒーター) 　The yellow LED (programming)

　TSTH・STH(リモートコントロール付きステーショナリーヒーター) 　Y16(Stationary heater switchover valve)

　TSTH・STH(リモートコントロール付きステーショナリーヒーター) 　Y23(Stationary heater fuel pump)

　TV(TVチューナー) 　Display test images on the LCD display : Black test image

　TV(TVチューナー) 　Display test images on the LCD display : Blue test image

　TV(TVチューナー) 　Display test images on the LCD display : Colored test image

　TV(TVチューナー) 　Display test images on the LCD display : Green test image

　TV(TVチューナー) 　Display test images on the LCD display : Red test image

　TV(TVチューナー) 　Display test images on the LCD display : White test image

　UCP(アッパコントロールパネル) 　Air recirculation button

　UCP(アッパコントロールパネル) 　Analog clock

　UCP(アッパコントロールパネル) 　Automatic child seat recognition airbag OFF indicator lamp

　UCP(アッパコントロールパネル) 　Cockpit switch group Function illumination

　UCP(アッパコントロールパネル) 　Cockpit switch group Switch illumination

　UCP(アッパコントロールパネル) 　Exterior lamp switch illumination

　UCP(アッパコントロールパネル) 　Foglamps indicator lamp

　UCP(アッパコントロールパネル) 　Front central operating unit

　UCP(アッパコントロールパネル) 　Function illumination N72/1e1 (Automatic child seat recognition airbag OFF indicator lamp)

　UCP(アッパコントロールパネル) 　Function illumination N72/1s10 (Left front HS switch)

　UCP(アッパコントロールパネル) 　Function illumination N72/1s11 (Right front HS switch)

　UCP(アッパコントロールパネル) 　Function illumination N72/1s25 (Offroad program switch)

　UCP(アッパコントロールパネル) 　Function illumination N72/1s5 (Hazard warning system switch)

　UCP(アッパコントロールパネル) 　Glove compartment lamp



　UCP(アッパコントロールパネル) 　Heated rear window button

　UCP(アッパコントロールパネル) 　Left automatic air conditioning button

　UCP(アッパコントロールパネル) 　Level adjustment switch

　UCP(アッパコントロールパネル) 　OFF/residual heat button

　UCP(アッパコントロールパネル) 　Open or close the switch panel

　UCP(アッパコントロールパネル) 　PTS OFF switch

　UCP(アッパコントロールパネル) 　Rear foglamp indicator lamp

　UCP(アッパコントロールパネル) 　Right automatic air conditioning button

　UCP(アッパコントロールパネル) 　Right/Left front footwell lamp

　UCP(アッパコントロールパネル) 　S1e1 (Foglamps indicator lamp)

　UCP(アッパコントロールパネル) 　S1e2(リアフォグランプインジケーターランプ)

　UCP(アッパコントロールパネル) 　S1e3 (Standing lamps indicator lamp)

　UCP(アッパコントロールパネル) 　Standing lamps indicator lamp

　UCP(アッパコントロールパネル) 　STH/HB [ZUH]/residual heat button

　UCP(アッパコントロールパネル) 　Upper control panel control unit Ambiance lighting

　UCP(アッパコントロールパネル) 　Upper control panel control unit Function illumination

　UCP(アッパコントロールパネル) 　Upper control panel control unit Switch illumination

　UCP(アッパコントロールパネル) 　スイッチイルミネーション

　UCP(アッパコントロールパネル) 　ハザード警告スイッチ

　UCP(アッパコントロールパネル) 　右側シートヒーター(ステージ2)

　UCP(アッパコントロールパネル) 　右側シートヒーター(ステージ3)

　UCP(アッパコントロールパネル) 　機能照明

　UCP(アッパコントロールパネル) 　左側シートヒーター(ステージ2)

　UCP(アッパコントロールパネル) 　左側シートヒーター(ステージ3)

　VG(トランスファーケース) 　Off-road gear

　VG(トランスファーケース) 　Shift transfer case : Off-road gear

　VP(バキュームポンプブレーキブースター) 　ブレーキブースターバキュームポンプ(オート)

　VP(バキュームポンプブレーキブースター) 　ブレーキブースターバキュームポンプ(マニュアル)

　ZAN(オーディオ・コマンドディスプレイ) 　Display in 'SERVICE' position

　ZAN(オーディオ・コマンドディスプレイ) 　Extending/retracting the display : Close

　ZAN(オーディオ・コマンドディスプレイ) 　Extending/retracting the display : Open

　ZAN(オーディオ・コマンドディスプレイ) 　Swivel of display : Left

　ZAN(オーディオ・コマンドディスプレイ) 　Swivel of display : Right

　エンジンコントロールユニット 　アイドルアクチュエーター

　エンジンコントロールユニット 　インジェクターシリンダー 1+3+5

　エンジンコントロールユニット 　インジェクターシリンダー 2+4+6

　エンジンコントロールユニット 　タンクベンチレーションバルブ

　オーディオ・コマンド 　Check CD/DVD : Eject

　オーディオ・コマンド 　Check CD/DVD : Insert

　オーディオ・コマンド 　Color display : Blue

　オーディオ・コマンド 　Color display : Color display

　オーディオ・コマンド 　Color display : Green

　オーディオ・コマンド 　Color display : Red

　オーディオ・コマンド 　Color display : White

　オーディオ・コマンド 　Display illumination

　オーディオ・コマンド 　Display test images on the LCD display : Black test image

　オーディオ・コマンド 　Display test images on the LCD display : Blue

　オーディオ・コマンド 　Display test images on the LCD display : Blue test image

　オーディオ・コマンド 　Display test images on the LCD display : Colored

　オーディオ・コマンド 　Display test images on the LCD display : Colored test image

　オーディオ・コマンド 　Display test images on the LCD display : Green

　オーディオ・コマンド 　Display test images on the LCD display : Green test image

　オーディオ・コマンド 　Display test images on the LCD display : 'horizontal streaks'

　オーディオ・コマンド 　Display test images on the LCD display : Horizontal streaks (slanted)

　オーディオ・コマンド 　Display test images on the LCD display : Horizontal streaks (straight)

　オーディオ・コマンド 　Display test images on the LCD display : Red

　オーディオ・コマンド 　Display test images on the LCD display : Red test image

　オーディオ・コマンド 　Display test images on the LCD display : Test image completely actuated

　オーディオ・コマンド 　Display test images on the LCD display : Test image, blank

　オーディオ・コマンド 　Display test images on the LCD display : 'vertical streaks'

　オーディオ・コマンド 　Display test images on the LCD display : Vertical streaks (slanted)

　オーディオ・コマンド 　Display test images on the LCD display : Vertical streaks (straight)

　オーディオ・コマンド 　Display test images on the LCD display : White

　オーディオ・コマンド 　Display test images on the LCD display : White test image

　オーディオ・コマンド 　External fan : Automatic mode

　オーディオ・コマンド 　External fan : Fan ON

　オーディオ・コマンド 　H4/1h1 (Left front door tweeter) : Increased volume

　オーディオ・コマンド 　H4/1h1 (Left front door tweeter) : Low volume

　オーディオ・コマンド 　H4/1h1 (Left front door tweeter) : Maximum volume

　オーディオ・コマンド 　H4/1h1 (Left front door tweeter) : Moderate volume

　オーディオ・コマンド 　H4/1h2 (Left front door bass speaker) : Increased volume

　オーディオ・コマンド 　H4/1h2 (Left front door bass speaker) : Low volume

　オーディオ・コマンド 　H4/1h2 (Left front door bass speaker) : Maximum volume

　オーディオ・コマンド 　H4/1h2 (Left front door bass speaker) : Moderate volume

　オーディオ・コマンド 　H4/2h1 (Right front door tweeter) : Increase volume

　オーディオ・コマンド 　H4/2h1 (Right front door tweeter) : Low volume

　オーディオ・コマンド 　H4/2h1 (Right front door tweeter) : Maximum volume

　オーディオ・コマンド 　H4/2h1 (Right front door tweeter) : Moderate volume

　オーディオ・コマンド 　H4/2h2 (Right front door bass speaker) : Increase volume

　オーディオ・コマンド 　H4/2h2 (Right front door bass speaker) : Low volume

　オーディオ・コマンド 　H4/2h2 (Right front door bass speaker) : Maximum volume



　オーディオ・コマンド 　H4/2h2 (Right front door bass speaker) : Moderate volume

　オーディオ・コマンド 　H4/3 (Left rear door speaker) : Increase volume

　オーディオ・コマンド 　H4/3 (Left rear door speaker) : Low volume

　オーディオ・コマンド 　H4/3 (Left rear door speaker) : Maximum volume

　オーディオ・コマンド 　H4/3 (Left rear door speaker) : Moderate volume

　オーディオ・コマンド 　H4/4 (Right rear door speaker) : Increase volume

　オーディオ・コマンド 　H4/4 (Right rear door speaker) : Low volume

　オーディオ・コマンド 　H4/4 (Right rear door speaker) : Maximum volume

　オーディオ・コマンド 　H4/4 (Right rear door speaker) : Moderate volume

　オーディオ・コマンド 　Internal fan (Fan 2)

　オーディオ・コマンド 　Internal fan : Automatic mode

　オーディオ・コマンド 　Internal fan : Fan ON

　オーディオ・コマンド 　LCD display Black test image

　オーディオ・コマンド 　LCD display Blue test image

　オーディオ・コマンド 　LCD display Colored test image

　オーディオ・コマンド 　LCD display Green test image

　オーディオ・コマンド 　LCD display Red test image

　オーディオ・コマンド 　LCD display Test image Backup camera

　オーディオ・コマンド 　LCD display Test image completely actuated

　オーディオ・コマンド 　LCD display Test image, blank

　オーディオ・コマンド 　LCD display Test screen Horizontal streaks (slanted)

　オーディオ・コマンド 　LCD display Test screen Horizontal streaks (straight)

　オーディオ・コマンド 　LCD display Test screen TV

　オーディオ・コマンド 　LCD display Test screen Vertical streaks (slanted)

　オーディオ・コマンド 　LCD display Test screen Vertical streaks (straight)

　オーディオ・コマンド 　LCD display White test image

　オーディオ・コマンド 　Left front door bass speaker : Increased volume

　オーディオ・コマンド 　Left front door bass speaker : Low volume

　オーディオ・コマンド 　Left front door bass speaker : Maximum volume

　オーディオ・コマンド 　Left front door bass speaker : Moderate volume

　オーディオ・コマンド 　Left front door tweeter : Increased volume

　オーディオ・コマンド 　Left front door tweeter : Low volume

　オーディオ・コマンド 　Left front door tweeter : Maximum volume

　オーディオ・コマンド 　Left front door tweeter : Moderate volume

　オーディオ・コマンド 　Left rear door bass speaker : Increased volume

　オーディオ・コマンド 　Left rear door bass speaker : Low volume

　オーディオ・コマンド 　Left rear door bass speaker : Maximum volume

　オーディオ・コマンド 　Left rear door bass speaker : Moderate volume

　オーディオ・コマンド 　Left rear door tweeter : Increased volume

　オーディオ・コマンド 　Left rear door tweeter : Low volume

　オーディオ・コマンド 　Left rear door tweeter : Maximum volume

　オーディオ・コマンド 　Left rear door tweeter : Moderate volume

　オーディオ・コマンド 　Left rear speaker group : Increased volume

　オーディオ・コマンド 　Left rear speaker group : Low volume

　オーディオ・コマンド 　Left rear speaker group : Maximum volume

　オーディオ・コマンド 　Left rear speaker group : Moderate volume

　オーディオ・コマンド 　Opening and closing of cassette slot

　オーディオ・コマンド 　Output of test tone : Test tone loud

　オーディオ・コマンド 　Output of test tone : Test tone slightly louder

　オーディオ・コマンド 　Output of test tone : Test tone soft

　オーディオ・コマンド 　Right front door bass speaker : Increased volume

　オーディオ・コマンド 　Right front door bass speaker : Low volume

　オーディオ・コマンド 　Right front door bass speaker : Maximum volume

　オーディオ・コマンド 　Right front door bass speaker : Moderate volume

　オーディオ・コマンド 　Right front door tweeter : Increased volume

　オーディオ・コマンド 　Right front door tweeter : Low volume

　オーディオ・コマンド 　Right front door tweeter : Maximum volume

　オーディオ・コマンド 　Right front door tweeter : Moderate volume

　オーディオ・コマンド 　Right rear door bass speaker : Increased volume

　オーディオ・コマンド 　Right rear door bass speaker : Low volume

　オーディオ・コマンド 　Right rear door bass speaker : Maximum volume

　オーディオ・コマンド 　Right rear door bass speaker : Moderate volume

　オーディオ・コマンド 　Right rear door tweeter : Increased volume

　オーディオ・コマンド 　Right rear door tweeter : Low volume

　オーディオ・コマンド 　Right rear door tweeter : Maximum volume

　オーディオ・コマンド 　Right rear door tweeter : Moderate volume

　オーディオ・コマンド 　Right rear speaker group : Increased volume

　オーディオ・コマンド 　Right rear speaker group : Low volume

　オーディオ・コマンド 　Right rear speaker group : Maximum volume

　オーディオ・コマンド 　Right rear speaker group : Moderate volume

　オーディオ・コマンド 　Sample display : Horizontal streaks (slanted)

　オーディオ・コマンド 　Sample display : Horizontal streaks (straight)

　オーディオ・コマンド 　Sample display : Vertical streaks (slanted)

　オーディオ・コマンド 　Sample display : Vertical streaks (straight)

　オーディオ・コマンド 　Sample display : Vertical stripes (black/white scale)

　オーディオ・コマンド 　Test of fader setting : Test tone front left

　オーディオ・コマンド 　Test of fader setting : Test tone front right

　オーディオ・コマンド 　Test of fader setting : Test tone rear left

　オーディオ・コマンド 　Test of fader setting : Test tone rear right

　オーディオ・コマンド 　Test of voice output

　カメラ(360') 　Reversing camera



　サービスリセット - IC 　A1e8 (Instrument illumination) : 100%

　サービスリセット - IC 　A1e8 (Instrument illumination) : 25%

　サービスリセット - IC 　A1p13 (Multifunction display) : Black

　サービスリセット - IC 　A1p13 (Multifunction display) : Blue

　サービスリセット - IC 　A1p13 (Multifunction display) : Green

　サービスリセット - IC 　A1p13 (Multifunction display) : Red

　サービスリセット - IC 　A1p13 (Multifunction display) : White

　サービスリセット - IC 　All gauges

　サービスリセット - IC 　Brightness of instrument lighting : Maximum

　サービスリセット - IC 　Brightness of instrument lighting : Middle

　サービスリセット - IC 　Brightness of instrument lighting : Minimum

　サービスリセット - IC 　Display : Black

　サービスリセット - IC 　Display : Blue

　サービスリセット - IC 　Display : Green

　サービスリセット - IC 　Display : Red

　サービスリセット - IC 　Display : White

　サービスリセット - IC 　Display test : Colored test image

　サービスリセット - IC 　Display test : Even columns

　サービスリセット - IC 　Display test : Even lines

　サービスリセット - IC 　Display test : Uneven columns

　サービスリセット - IC 　Display test : Uneven lines

　サービスリセット - IC 　Display test images on the LCD display : Actuate color 'red'

　サービスリセット - IC 　Display test images on the LCD display : Blank

　サービスリセット - IC 　Display test images on the LCD display : Even columns

　サービスリセット - IC 　Display test images on the LCD display : Even lines

　サービスリセット - IC 　Display test images on the LCD display : Red

　サービスリセット - IC 　Display test images on the LCD display : Red test image

　サービスリセット - IC 　Display test images on the LCD display : Test image, blank

　サービスリセット - IC 　Display test images on the LCD display : Uneven columns

　サービスリセット - IC 　Display test images on the LCD display : Uneven lines

　サービスリセット - IC 　H4/61 (Instrument cluster speaker)

　サービスリセット - IC 　HUD Display - Black

　サービスリセット - IC 　HUD Display - Blue

　サービスリセット - IC 　HUD Display - Green

　サービスリセット - IC 　HUD Display - Red

　サービスリセット - IC 　HUD Display - Test image

　サービスリセット - IC 　HUD Display - White

　サービスリセット - IC 　Indicator lamps

　サービスリセット - IC 　Instrument illumination : Bright

　サービスリセット - IC 　Instrument illumination : Dark

　サービスリセット - IC 　Instrument Pointer Maximum Position

　サービスリセット - IC 　LCD Display Test : Even columns

　サービスリセット - IC 　LCD Display Test : Even lines

　サービスリセット - IC 　LCD Display Test : Red

　サービスリセット - IC 　LCD Display Test : Uneven columns

　サービスリセット - IC 　LCD Display Test : Uneven lines

　サービスリセット - IC 　LCD Display Test Horizontal streaks (Slanted)

　サービスリセット - IC 　LCD Display Test Horizontal streaks (Straight)

　サービスリセット - IC 　LCD display Test screen Horizontal streaks (slanted)

　サービスリセット - IC 　LCD display Test screen Horizontal streaks (straight)

　サービスリセット - IC 　LCD display Test screen Vertical streaks (slanted)

　サービスリセット - IC 　LCD display Test screen Vertical streaks (straight)

　サービスリセット - IC 　LCD Display Test Vertical streaks (Slanted)

　サービスリセット - IC 　LCD Display Test Vertical streaks (Straight)

　サービスリセット - IC 　LCD Display Test White Image

　サービスリセット - IC 　LCD display White test image

　サービスリセット - IC 　LCD表示(奇数行)

　サービスリセット - IC 　LCD表示(奇数列)

　サービスリセット - IC 　LCD表示(偶数行)

　サービスリセット - IC 　LCD表示(偶数列)

　サービスリセット - IC 　LCD表示(黒色)

　サービスリセット - IC 　LCD表示(黒色テスト)

　サービスリセット - IC 　LCD表示(赤色)

　サービスリセット - IC 　LCD表示(白色)

　サービスリセット - IC 　LCD表示(白色テスト)

　サービスリセット - IC 　Pointer

　サービスリセット - IC 　Segments on speedometer

　サービスリセット - IC 　Upper or Lower audio/COMAND display ambiance illumination : Blue

　サービスリセット - IC 　Upper or Lower audio/COMAND display ambiance illumination : Red

　サービスリセット - IC 　Upper or Lower audio/COMAND display ambiance illumination : White

　サービスリセット - IC 　インジケーターランプ

　サービスリセット - IC 　インストルメントポインタ

　サービスリセット - IC 　インストルメントポインタ(Max)

　サービスリセット - IC 　インストルメントポインタ移動

　サービスリセット - IC 　グリッド

　サービスリセット - IC 　ディスプレイ

　サービスリセット - IC 　テストイメージ[ブランク]

　サービスリセット - IC 　バルブテスト

　サービスリセット - IC 　ブザー

　サービスリセット - IC 　ランプテスト

　サービスリセット - IC 　ランプ警告ブザー



　サービスリセット - IC 　ランプ警告ブザー作動

　サービスリセット - IC 　完全なテストイメージ

　サービスリセット - IC 　垂直線

　サービスリセット - IC 　対角線1

　サービスリセット - IC 　対角線2

　サービスリセット - IC 　白色テスト画像

　サスペンション 　A9/1y1(AIRMATIC pressure relief valve)

　サスペンション 　Central Reservoir Fill

　サスペンション 　Central Reservoir Release

　サスペンション 　Control and locking valve of front left suspension strut : -

　サスペンション 　Control and locking valve of front left suspension strut : +

　サスペンション 　Control and locking valve of front left suspension strut : 0

　サスペンション 　Control and locking valve of front right suspension strut : -

　サスペンション 　Control and locking valve of front right suspension strut : +

　サスペンション 　Control and locking valve of front right suspension strut : 0

　サスペンション 　Control and locking valve of rear left suspension strut : -

　サスペンション 　Control and locking valve of rear left suspension strut : +

　サスペンション 　Control and locking valve of rear left suspension strut : 0

　サスペンション 　Control and locking valve of rear right suspension strut : -

　サスペンション 　Control and locking valve of rear right suspension strut : +

　サスペンション 　Control and locking valve of rear right suspension strut : 0

　サスペンション 　Empty central reservoir

　サスペンション 　Fill central reservoir

　サスペンション 　Fill left front suspension struts

　サスペンション 　Fill left rear suspension struts

　サスペンション 　Fill right front suspension struts

　サスペンション 　Fill right rear suspension struts

　サスペンション 　K67(AIRMATIC relay)

　サスペンション 　LED in button Vehicle level

　サスペンション 　Left front damper valves 1

　サスペンション 　Left front damper valves 2

　サスペンション 　Left rear damper valves 1

　サスペンション 　Left rear damper valves 2

　サスペンション 　Left rear suspension strut : Fill

　サスペンション 　Left rear suspension strut : Release

　サスペンション 　Level adjustment : Lift front

　サスペンション 　Level adjustment : Lift front left

　サスペンション 　Level adjustment : Lift front right

　サスペンション 　Level adjustment : Lift rear

　サスペンション 　Level adjustment : Lift rear left

　サスペンション 　Level adjustment : Lift rear right

　サスペンション 　Level adjustment : Lower front

　サスペンション 　Level adjustment : Lower front left

　サスペンション 　Level adjustment : Lower front right

　サスペンション 　Level adjustment : Lower rear

　サスペンション 　Level adjustment : Lower rear left

　サスペンション 　Level adjustment : Lower rear right

　サスペンション 　Level Valve Front Left Lift

　サスペンション 　Level Valve Front Left Lower

　サスペンション 　Level Valve Front Right Lift

　サスペンション 　Level Valve Front Right Lower

　サスペンション 　Level Valve Rear Left Lift

　サスペンション 　Level Valve Rear Left Lower

　サスペンション 　Level Valve Rear Right Lift

　サスペンション 　Level Valve Rear Right Lower

　サスペンション 　Lowering of the suspension struts on the front axle

　サスペンション 　Lowering of the suspension struts on the rear axle

　サスペンション 　Move to calibrated vehicle level : Lift rear left

　サスペンション 　Move to calibrated vehicle level : Lift rear right

　サスペンション 　Move to calibrated vehicle level : Lower rear left

　サスペンション 　Move to calibrated vehicle level : Lower rear right

　サスペンション 　Move toward calibrated level (automatic)

　サスペンション 　Move toward calibrated level (manually) : Lift front left

　サスペンション 　Move toward calibrated level (manually) : Lift front right

　サスペンション 　Move toward calibrated level (manually) : Lift rear

　サスペンション 　Move toward calibrated level (manually) : Lower front left

　サスペンション 　Move toward calibrated level (manually) : Lower front right

　サスペンション 　Move toward calibrated level (manually) : Lower rear

　サスペンション 　Move toward calibrated level (manually) Lift front left

　サスペンション 　Move toward calibrated level (manually) Lift front right

　サスペンション 　Move toward calibrated level (manually) Lift rear left

　サスペンション 　Move toward calibrated level (manually) Lift rear right

　サスペンション 　Move toward calibrated level (manually) Lower front left

　サスペンション 　Move toward calibrated level (manually) Lower front right

　サスペンション 　Move toward calibrated level (manually) Lower rear left

　サスペンション 　Move toward calibrated level (manually) Lower rear right

　サスペンション 　Pressure compensation in the suspension struts on the front axle

　サスペンション 　Pressure compensation in the suspension struts on the rear axle

　サスペンション 　Raising of the suspension struts on the front axle

　サスペンション 　Raising of the suspension struts on the rear axle

　サスペンション 　Release pressure in central reservoir



　サスペンション 　Release pressure in left front suspension strut

　サスペンション 　Release pressure in left rear suspension strut

　サスペンション 　Release pressure in right front suspension strut

　サスペンション 　Release pressure in right rear suspension strut

　サスペンション 　Release pressure in the rear suspension strut

　サスペンション 　Right front damper valves 1

　サスペンション 　Right front damper valves 2

　サスペンション 　Right rear damper valves 1

　サスペンション 　Right rear damper valves 2

　サスペンション 　Right rear suspension strut : Fill

　サスペンション 　Right rear suspension strut : Release

　サスペンション 　Y36/1y1 (Left front suspension strut control valve) : -

　サスペンション 　Y36/1y1 (Left front suspension strut control valve) : +

　サスペンション 　Y36/1y2 (Left front suspension strut blocking valve)

　サスペンション 　Y36/1y3 (Right front suspension strut control valve) : -

　サスペンション 　Y36/1y3 (Right front suspension strut control valve) : +

　サスペンション 　Y36/1y4(フロント右サスペンションストラットブロッキングバルブ)

　サスペンション 　Y36/2y1 (Left rear suspension strut control valve) : -

　サスペンション 　Y36/2y1 (Left rear suspension strut control valve) : +

　サスペンション 　Y36/2y2(リア左サスペンションストラットブロッキングバルブ)

　サスペンション 　Y36/2y3 (Right rear suspension strut control valve) : -

　サスペンション 　Y36/2y3 (Right rear suspension strut control valve) : +

　サスペンション 　Y36/2y4(リア右サスペンションストラットブロッキングバルブ)

　サスペンション 　Y36/8y1(Left rear level control valve)

　サスペンション 　Y36/8y2(Right rear level control valve)

　サスペンション 　Y51 (Left front axle damping valve unit)

　サスペンション 　Y51/1y1 (Additional volume valve)

　サスペンション 　Y51/1y2 (Level valve) : Lift

　サスペンション 　Y51/1y2 (Level valve) : Lower

　サスペンション 　Y52 (Right front axle damping valve unit)

　サスペンション 　Y52/1y1 (Additional volume valve)

　サスペンション 　Y52/1y2 (Level valve) : Lift

　サスペンション 　Y52/1y2 (Level valve) : Lower

　サスペンション 　Y53 (Left rear axle damping valve unit)

　サスペンション 　Y53/1y1 (Additional volume valve)

　サスペンション 　Y53/1y2 (Level valve) : Lift

　サスペンション 　Y53/1y2 (Level valve) : Lower

　サスペンション 　Y54 (Right rear axle damping valve unit)

　サスペンション 　Y54/1y1 (Additional volume valve)

　サスペンション 　Y54/1y2 (Level valve) : Lift

　サスペンション 　Y54/1y2 (Level valve) : Lower

　サスペンション 　Y86/1(ABCサクションリストリクタバルブ)

　サスペンション 　フロント右ダンパーバルブ1

　サスペンション 　フロント右ダンパーバルブ2

　サスペンション 　フロント左ダンパーバルブ1

　サスペンション 　フロント左ダンパーバルブ2

　サスペンション 　リア右ダンパーバルブ1

　サスペンション 　リア右ダンパーバルブ2

　サスペンション 　リア左ダンパーバルブ1

　サスペンション 　リア左ダンパーバルブ2

　サスペンション 　補正レベルに進む(オート)

　チューナー(スタンダード) 　H4/1h1 (Left front door tweeter)

　チューナー(スタンダード) 　H4/1h2 (Left front door bass speaker)

　チューナー(スタンダード) 　H4/27 (Center instrument panel speaker)

　チューナー(スタンダード) 　H4/29 (Bass speaker)

　チューナー(スタンダード) 　H4/2h1 (Right front door tweeter)

　チューナー(スタンダード) 　H4/2h2 (Right front door bass speaker)

　チューナー(スタンダード) 　H4/3 (Left rear speaker)

　チューナー(スタンダード) 　H4/3h2 (Left rear bass speaker)

　チューナー(スタンダード) 　H4/4 (Right rear speaker)

　チューナー(スタンダード) 　H4/4h2 (right rear bass speaker)

　チューナー(スタンダード) 　H4/54 (Left rear surround speaker)

　チューナー(スタンダード) 　H4/57 (Right rear surround speaker)

　ヘッドアップディスプレー 　Mirror glass

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Active curve illumination - Center position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Active curve illumination - Maximum left position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Active curve illumination - Maximum right position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Active curve illumination of both xenon bulbs : Center

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Active curve illumination of both xenon bulbs : Left

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Active curve illumination of both xenon bulbs : Right

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Active curve illumination with steering angle

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Cornering illumination Left

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Cornering illumination Left and right

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Curve illumination : Left

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Curve illumination : Middle

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Curve illumination : Right

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Curve illumination with vehicle at standstill

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　E1e10 (Left xenon bulb with integrated ignition module)

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　E1e9(Left cornering illumination)

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　E1m1 (Left headlamp range adjustment actuator motor) : Center vertical position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　E1m1 (Left headlamp range adjustment actuator motor) : Maximum vertical position



　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　E1m1 (Left headlamp range adjustment actuator motor) : Minimum vertical position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　E1m2 (Left active curve illumination actuator motor) : Center

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　E1m2 (Left active curve illumination actuator motor) : Left

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　E1m2 (Left active curve illumination actuator motor) : Right

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Fan

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Headlamp range adjustment - Center position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Headlamp range adjustment - Center vertical position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Headlamp range adjustment - Down

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Headlamp range adjustment - Maximum down position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Headlamp range adjustment - Maximum up position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Headlamp range adjustment - Maximum vertical position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Headlamp range adjustment - Minimum vertical position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Headlamp range adjustment - Up

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Headlamp range adjustment : Maximum

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Headlamp range adjustment : Middle

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Headlamp range adjustment : Minimum

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Headlamp range adjustment of left and right headlamp : Maximum

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Headlamp range adjustment of left and right headlamp : Middle

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Headlamp range adjustment of left and right headlamp : Minimum

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Headlamp range adjustment of left headlamp : Maximum

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Headlamp range adjustment of left headlamp : Middle

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Headlamp range adjustment of left headlamp : Minimum

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Intelligent light spread - Country light

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Intelligent light spread - Extended fog light

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Intelligent light spread - High beams

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Intelligent light spread - Motorway light

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Left and Right headlamp range adjustment : Maximum

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Left and Right headlamp range adjustment : Middle

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Left and Right headlamp range adjustment : Minimum

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Left and right headlamps Move both motors into the maximum position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Left and right headlamps Move both motors into the middle position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Left and right headlamps Move both motors into the minimum position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Left and right headlamps Move curve illumination all the way to the left

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Left and right headlamps Move curve illumination all the way to the right

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Left and right headlamps Move curve illumination to middle position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Left front LED exterior lighting

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Left headlamp

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Left headlamp Move curve illumination all the way to the left

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Left headlamp Move curve illumination all the way to the right

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Left headlamp Move curve illumination to middle position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Left headlamp Move headlamp range adjustment to maximum position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Left headlamp Move headlamp range adjustment to middle position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Left headlamp Move headlamp range adjustment to minimum position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Left headlamp range adjustment : Maximum

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Left headlamp range adjustment : Middle

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Left headlamp range adjustment : Minimum

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Move both motors into the middle position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Positioning motors : As-delivered state

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Positioning motors : Maximum

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　Positioning motors : Minimum

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　ヘッドライト作動(全開位置)

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　ヘッドライト作動(全閉位置)

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　ヘッドライト作動(中間位置)

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　モーター全開位置

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　モーター全閉位置

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　左側ヘッドライト作動(全開位置)

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　左側ヘッドライト作動(全閉位置)

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　左側ヘッドライト作動(中間位置)

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　全開位置

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　全閉位置

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 　中間位置

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Active curve illumination - Center position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Active curve illumination - Maximum left position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Active curve illumination - Maximum right position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Active curve illumination of both xenon bulbs : Center

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Active curve illumination of both xenon bulbs : Left

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Active curve illumination of both xenon bulbs : Right

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Active curve illumination with steering angle

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Cornering illumination Left

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Cornering illumination Left and right

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Curve illumination : Left

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Curve illumination : Middle

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Curve illumination : Right

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Curve illumination with vehicle at standstill

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　E1e10 (Left xenon bulb with integrated ignition module)

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　E1e9(Left cornering illumination)

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　E1m1 (Left headlamp range adjustment actuator motor) : Center vertical position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　E1m1 (Left headlamp range adjustment actuator motor) : Maximum vertical position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　E1m1 (Left headlamp range adjustment actuator motor) : Minimum vertical position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　E1m2 (Left active curve illumination actuator motor) : Center

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　E1m2 (Left active curve illumination actuator motor) : Left



　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　E1m2 (Left active curve illumination actuator motor) : Right

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Fan

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Headlamp range adjustment - Center position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Headlamp range adjustment - Center vertical position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Headlamp range adjustment - Down

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Headlamp range adjustment - Maximum down position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Headlamp range adjustment - Maximum up position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Headlamp range adjustment - Maximum vertical position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Headlamp range adjustment - Minimum vertical position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Headlamp range adjustment - Up

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Headlamp range adjustment : Maximum

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Headlamp range adjustment : Middle

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Headlamp range adjustment : Minimum

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Headlamp range adjustment of left and right headlamp : Maximum

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Headlamp range adjustment of left and right headlamp : Middle

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Headlamp range adjustment of left and right headlamp : Minimum

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Headlamp range adjustment of left headlamp : Maximum

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Headlamp range adjustment of left headlamp : Middle

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Headlamp range adjustment of left headlamp : Minimum

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Intelligent light spread - Country light

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Intelligent light spread - Extended fog light

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Intelligent light spread - High beams

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Intelligent light spread - Motorway light

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Left and Right headlamp range adjustment : Maximum

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Left and Right headlamp range adjustment : Middle

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Left and Right headlamp range adjustment : Minimum

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Left and right headlamps Move both motors into the maximum position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Left and right headlamps Move both motors into the middle position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Left and right headlamps Move both motors into the minimum position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Left and right headlamps Move curve illumination all the way to the left

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Left and right headlamps Move curve illumination all the way to the right

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Left and right headlamps Move curve illumination to middle position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Left front LED exterior lighting

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Left headlamp

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Left headlamp Move curve illumination all the way to the left

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Left headlamp Move curve illumination all the way to the right

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Left headlamp Move curve illumination to middle position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Left headlamp Move headlamp range adjustment to maximum position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Left headlamp Move headlamp range adjustment to middle position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Left headlamp Move headlamp range adjustment to minimum position

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Left headlamp range adjustment : Maximum

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Left headlamp range adjustment : Middle

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Left headlamp range adjustment : Minimum

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Positioning motors : As-delivered state

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Positioning motors : Maximum

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　Positioning motors : Minimum

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　ヘッドライト作動(全開位置)

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　ヘッドライト作動(全閉位置)

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　ヘッドライト作動(中間位置)

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　モーター全開位置

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　モーター全閉位置

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　左側ヘッドライト作動(全開位置)

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　左側ヘッドライト作動(全閉位置)

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　左側ヘッドライト作動(中間位置)

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　全開位置

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　全閉位置

　ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整 　中間位置

　マルチファンクションコントロールユニット 　2nd battery

　マルチファンクションコントロールユニット 　Horn contact

　マルチファンクションコントロールユニット 　Output 2nd battery

　マルチファンクションコントロールユニット 　Output 'Circuit'

　マルチファンクションコントロールユニット 　Output Communication

　マルチファンクションコントロールユニット 　Output Distance

　マルチファンクションコントロールユニット 　Output Door contact

　マルチファンクションコントロールユニット 　Output Flashlights in trunk lid

　マルチファンクションコントロールユニット 　Output for indicator lamp of button 'Two-way radio cut-in'

　マルチファンクションコントロールユニット 　Output for indicator lamp of button 'Two-way radio main switch'

　マルチファンクションコントロールユニット 　Output Horn contact

　マルチファンクションコントロールユニット 　Output KI K (Rear ashtray illumination)

　マルチファンクションコントロールユニット 　Output KL15 (1)

　マルチファンクションコントロールユニット 　Output KL15 (10A)

　マルチファンクションコントロールユニット 　Output KL15 (2)

　マルチファンクションコントロールユニット 　Output KL15 (6A)

　マルチファンクションコントロールユニット 　Output KL15C / KL15R / KL15

　マルチファンクションコントロールユニット 　Output KL15R

　マルチファンクションコントロールユニット 　Output KL30 (10A)

　マルチファンクションコントロールユニット 　Output KL61

　マルチファンクションコントロールユニット 　Output Park position

　マルチファンクションコントロールユニット 　Output Radio help call

　マルチファンクションコントロールユニット 　Output 'Radio help call'

　マルチファンクションコントロールユニット 　Output Roof sign



　マルチファンクションコントロールユニット 　Output Roof sign inverted

　マルチファンクションコントロールユニット 　Output 'Seat occupied recognition'

　マルチファンクションコントロールユニット 　Output 'Status of buttons for horns'

　マルチファンクションコントロールユニット 　Output Taximeter supply

　マルチファンクションコントロールユニット 　Output 'Travel distance'

　マルチファンクションコントロールユニット 　Output 'Two-way radio cut-in'

　マルチファンクションコントロールユニット 　Output Two-way radio handsfree facility

　マルチファンクションコントロールユニット 　Output Two-way radio set 1

　マルチファンクションコントロールユニット 　Output Two-way radio set 2

　マルチファンクションコントロールユニット 　Output Two-way radio set supply

　マルチファンクションコントロールユニット 　Output Vehicle speed signal (distance)

　マルチファンクションコントロールユニット 　Output Voltage supply of peripheral units

　マルチファンクションコントロールユニット 　Power supply (10A) for peripheral devices

　マルチファンクションコントロールユニット 　Power supply (5A) for peripheral devices

　マルチファンクションコントロールユニット 　Power supply for flashing lights in trunk lid or liftgate

　マルチファンクションコントロールユニット 　Power supply of peripheral devices

　マルチファンクションコントロールユニット 　Power supply of roof sign lamp

　マルチファンクションコントロールユニット 　Power supply of two-way radio

　マルチファンクションコントロールユニット 　Undervoltage check

　マルチファンクションコントロールユニット 　出力 ターミナル58d

　マルチファンクションコントロールユニット 　出力ターミナル15

　右ヘッドランプ 　Cornering illumination Right

　右ヘッドランプ 　Curve illumination : Left

　右ヘッドランプ 　Curve illumination : Middle

　右ヘッドランプ 　Curve illumination : Right

　右ヘッドランプ 　E2e10 (Right xenon bulb with integrated ignition module)

　右ヘッドランプ 　E2e9(Right cornering illumination)

　右ヘッドランプ 　E2m1 (Right headlamp range adjustment actuator motor) : Center

　右ヘッドランプ 　E2m1 (Right headlamp range adjustment actuator motor) : Center vertical position

　右ヘッドランプ 　E2m1 (Right headlamp range adjustment actuator motor) : Maximum

　右ヘッドランプ 　E2m1 (Right headlamp range adjustment actuator motor) : Maximum vertical position

　右ヘッドランプ 　E2m1 (Right headlamp range adjustment actuator motor) : Minimum

　右ヘッドランプ 　E2m1 (Right headlamp range adjustment actuator motor) : Minimum vertical position

　右ヘッドランプ 　Fan

　右ヘッドランプ 　Headlamp range adjustment : Maximum

　右ヘッドランプ 　Headlamp range adjustment : Middle

　右ヘッドランプ 　Headlamp range adjustment : Minimum

　右ヘッドランプ 　Headlamp range adjustment of right headlamp : Maximum

　右ヘッドランプ 　Headlamp range adjustment of right headlamp : Middle

　右ヘッドランプ 　Headlamp range adjustment of right headlamp : Minimum

　右ヘッドランプ 　Right front LED exterior lighting

　右ヘッドランプ 　Right headlamp

　右ヘッドランプ 　Right headlamp Move curve illumination all the way to the left

　右ヘッドランプ 　Right headlamp Move curve illumination all the way to the right

　右ヘッドランプ 　Right headlamp Move curve illumination to middle position

　右ヘッドランプ 　Right headlamp Move headlamp range adjustment to maximum position

　右ヘッドランプ 　Right headlamp Move headlamp range adjustment to middle position

　右ヘッドランプ 　Right headlamp Move headlamp range adjustment to minimum position

　右ヘッドランプ 　右側ヘッドライト作動(全開位置)

　右ヘッドランプ 　右側ヘッドライト作動(全閉位置)

　右ヘッドランプ 　右側ヘッドライト作動(中間位置)

　右ヘッドランプ調整 　Cornering illumination Right

　右ヘッドランプ調整 　Curve illumination : Left

　右ヘッドランプ調整 　Curve illumination : Middle

　右ヘッドランプ調整 　Curve illumination : Right

　右ヘッドランプ調整 　E2e10 (Right xenon bulb with integrated ignition module)

　右ヘッドランプ調整 　E2e9(Right cornering illumination)

　右ヘッドランプ調整 　E2m1 (Right headlamp range adjustment actuator motor) : Center

　右ヘッドランプ調整 　E2m1 (Right headlamp range adjustment actuator motor) : Center vertical position

　右ヘッドランプ調整 　E2m1 (Right headlamp range adjustment actuator motor) : Maximum

　右ヘッドランプ調整 　E2m1 (Right headlamp range adjustment actuator motor) : Maximum vertical position

　右ヘッドランプ調整 　E2m1 (Right headlamp range adjustment actuator motor) : Minimum

　右ヘッドランプ調整 　E2m1 (Right headlamp range adjustment actuator motor) : Minimum vertical position

　右ヘッドランプ調整 　Fan

　右ヘッドランプ調整 　Headlamp range adjustment : Maximum

　右ヘッドランプ調整 　Headlamp range adjustment : Middle

　右ヘッドランプ調整 　Headlamp range adjustment : Minimum

　右ヘッドランプ調整 　Headlamp range adjustment of right headlamp : Maximum

　右ヘッドランプ調整 　Headlamp range adjustment of right headlamp : Middle

　右ヘッドランプ調整 　Headlamp range adjustment of right headlamp : Minimum

　右ヘッドランプ調整 　Right front LED exterior lighting

　右ヘッドランプ調整 　Right headlamp

　右ヘッドランプ調整 　Right headlamp Move curve illumination all the way to the left

　右ヘッドランプ調整 　Right headlamp Move curve illumination all the way to the right

　右ヘッドランプ調整 　Right headlamp Move curve illumination to middle position

　右ヘッドランプ調整 　Right headlamp Move headlamp range adjustment to maximum position

　右ヘッドランプ調整 　Right headlamp Move headlamp range adjustment to middle position

　右ヘッドランプ調整 　Right headlamp Move headlamp range adjustment to minimum position

　右ヘッドランプ調整 　右側ヘッドライト作動(全開位置)

　右ヘッドランプ調整 　右側ヘッドライト作動(全閉位置)

　右ヘッドランプ調整 　右側ヘッドライト作動(中間位置)



　電子パーキングブレーキ一般サービス - EPB 　Electric parking brake : Apply

　電子パーキングブレーキ一般サービス - EPB 　Electric parking brake : Release

　電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP 　A7/3m1 (High-pressure and return flow pump)

　電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP 　A7/3m1(High pressure and return pump)

　電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP 　A7/3y10(rear left solenoid valve, hold pressure)

　電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP 　A7/3y11 (Left rear pressure regulating valve (pressure release))

　電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP 　A7/3y12(rear right solenoid valve, hold pressure)

　電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP 　A7/3y18(front axle switchover solenoid valve)

　電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP 　A7/3y19(rear axle switchover solenoid valve)

　電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP 　A7/3y22(front axle inlet solenoid valve)

　電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP 　A7/3y23(rear axle inlet solenoid valve)

　電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP 　A7/3y6(front left solenoid valve, hold pressure)

　電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP 　A7/3y8(front right solenoid valve, hold pressure)

　電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP 　FL solenoid valves Hold/reducing pressure

　電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP 　FR solenoid valves Hold/reducing pressure

　電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP 　PML speed-sensitive power steering

　電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP 　RL solenoid valves Hold/reducing pressure

　電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP 　RR solenoid valves Hold/reducing pressure

　電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP 　SSパワーステアリング

　電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP 　Stop lamp actuation

　電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP 　Tire pressure loss warning

　電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP 　Y10 (Speed-sensitive power steering solenoid valve)

　電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP 　Y10 (SPS solenoid valve)

　電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP 　Y10(SPSソレノイドバルブ)

　電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP 　Y10/1 (Power steering pump quantity control valve)

　電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP 　トラクションシステム油圧ユニット


