
●アルファロメオ、フィアット、ランチア　アクティブテスト(Ver 2020.03)

　システム 　項目名

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　ABS Safety indication

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　ABS safety lamp

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　ABS警告灯

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Anti-lock Brake System (ABS) safety indication

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Anti-lock brake system(ABS) safety indication

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　ASR/ESP Safety indication

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　ASR/TC Lamp

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　ASR/TC Plus Button lamp

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　ASRボタンLED

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　EBD Safety indication

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　EBD safety lamp

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　EBD警告灯

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Electronic Brake Distribution (EBD) safety indication

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Electronic brake distribution(EBD) safety indication

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　EPB failure lamp

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　EPB function lamp

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　EPB switch lamp

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　ESC Safety Lamp

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　ESC/ASR Safety Indication

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Hill holder safety indication

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Hill-Holder Safety indication

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Hill-Holder Safety Lamp/Message

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Inlet valve FL activation

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Inlet valve FR activation

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Inlet valve front left activation

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Inlet valve front right

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Inlet valve front right activation

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Inlet valve rear left

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Inlet valve rear left activation

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Inlet valve rear right

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Inlet valve rear right activation

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Inlet valve RL activation

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Inlet valve RR activation

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Outlet valve FL activation

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Outlet valve FR activation

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Outlet valve front left

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Outlet valve front left activation

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Outlet valve front right

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Outlet valve front right activation

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Outlet valve rear left

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Outlet valve rear left activation

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Outlet valve rear right activation

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Outlet valve RL activation



　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Outlet valve RR activation

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Pilot valve 1 activation

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Pilot valve 2 activation

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Priming valve 1 activation

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Priming valve 2 activation

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Recirculation Pump

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Recirculation pump activation

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Static Test

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　VDC/ASR/TC警告灯

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　VDC警告灯

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　サーキュレーションモーター

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　セーフティーリレー

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　トラクションソレノイドバルブ(パイロット)1

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　トラクションソレノイドバルブ(パイロット)2

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　トラクションソレノイドバルブ(プライマリー)1

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　トラクションソレノイドバルブ(プライマリー)2

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　ヒルホルダー警告灯

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　フロント右ドレーンバルブ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　フロント右ロードバルブ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　フロント左ドレーンバルブ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　フロント左ロードバルブ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　ポンプモーター

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　リア右ドレーンバルブ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　リア右ロードバルブ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　リア左ドレーンバルブ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　リア左ロードバルブ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　警告灯

　AT(オートマチックトランスミッション) 　Clutch pressure control solenoid

　AT(オートマチックトランスミッション) 　Clutch solenoid valve (even gears)

　AT(オートマチックトランスミッション) 　Clutch solenoid valve (odd gears)

　AT(オートマチックトランスミッション) 　Engagement solenoid valve (1st/4th/5th/6th)

　AT(オートマチックトランスミッション) 　Engagement solenoid valve (3rd/2nd/Reverse)

　AT(オートマチックトランスミッション) 　Range selection solenoid valve

　AT(オートマチックトランスミッション) 　Remote Activation oF Shift Lock (ON/OFF Component)

　AT(オートマチックトランスミッション) 　Sequence electrovalve 1

　AT(オートマチックトランスミッション) 　Sequence electrovalve 2

　AT(オートマチックトランスミッション) 　Sequence electrovalve 3

　AT(オートマチックトランスミッション) 　Sequence electrovalve 4

　AT(オートマチックトランスミッション) 　Sequence electrovalve 5

　AT(オートマチックトランスミッション) 　Shift Solenoid S1 (ON/OFF Component)

　AT(オートマチックトランスミッション) 　Shift Solenoid S2 (ON/OFF Component)

　AT(オートマチックトランスミッション) 　Start-up enable relay

　AT(オートマチックトランスミッション) 　ギアチェンジソレノイドA

　AT(オートマチックトランスミッション) 　ギアチェンジソレノイドB

　AT(オートマチックトランスミッション) 　クラッチソレノイドバルブ



　AT(オートマチックトランスミッション) 　シートベルト警告灯

　AT(オートマチックトランスミッション) 　スターターリレー

　AT(オートマチックトランスミッション) 　ソレノイド1

　AT(オートマチックトランスミッション) 　ソレノイド2

　AT(オートマチックトランスミッション) 　ソレノイド3

　AT(オートマチックトランスミッション) 　ソレノイドバルブ選択

　AT(オートマチックトランスミッション) 　ポンプモーター

　AT(オートマチックトランスミッション) 　リアサイドエアバッグ表示灯

　AT(オートマチックトランスミッション) 　レバーリリースソレノイド

　AT(オートマチックトランスミッション) 　ロックアップソレノイド

　AT(オートマチックトランスミッション) 　奇数ギアセレクターソレノイドバルブ

　AT(オートマチックトランスミッション) 　偶数ギアセレクターソレノイドバルブ

　AT(オートマチックトランスミッション) 　係合ギア開放ソレノイドバルブ

　AT(オートマチックトランスミッション) 　警告音

　AT(オートマチックトランスミッション) 　警告音(ブザー)

　AT(オートマチックトランスミッション) 　警告灯

　AT(オートマチックトランスミッション) 　高速ギアセレクターソレノイドバルブ

　AT(オートマチックトランスミッション) 　助手席側フロントエアバッグ作動禁止表示灯

　AT(オートマチックトランスミッション) 　低速ギアセレクターソレノイドバルブ

　AT(オートマチックトランスミッション) 　油圧コントロールソレノイド

　イモビライザー 　Antenna Power

　イモビライザー 　Redundant Ignition Run start Feed Output

　イモビライザー 　TPMS Generic Failure Monitoring Lamp

　イモビライザー 　Under Inflation Monitoring Lamp

　インストルメント 　ABS failure indication

　インストルメント 　ABS Lamp

　インストルメント 　ABS system warning failure lamp

　インストルメント 　ABS警告灯

　インストルメント 　Adjustement check headlight

　インストルメント 　Airbag control light

　インストルメント 　Airbag failure indication

　インストルメント 　Airbag Fault Lamp

　インストルメント 　Airbag Lamp

　インストルメント 　AIRBAG warning light

　インストルメント 　Alternator Fault Lamp

　インストルメント 　ASRボタンLED

　インストルメント 　AT警告灯

　インストルメント 　Auto Check

　インストルメント 　Automatic gearbox failure lamp

　インストルメント 　AutomaticHighBeam

　インストルメント 　Auxiliary Tank Fuel

　インストルメント 　Background light (LCD)

　インストルメント 　Bargraph

　インストルメント 　Battery/Actuator light

　インストルメント 　Battery/Alternator warning lamp



　インストルメント 　Brake lamp warning lamp

　インストルメント 　Brake Pad Wear Indicator

　インストルメント 　Brake system failure indication

　インストルメント 　Buzzer

　インストルメント 　Cluster light 

　インストルメント 　Cold Start Lamp

　インストルメント 　Coolant temperature gradula indicator

　インストルメント 　Coolant temperature indicator

　インストルメント 　Cooling temperature Indicator

　インストルメント 　Cruise control lamp

　インストルメント 　Dimming  Graphics

　インストルメント 　Dimming Display

　インストルメント 　Display

　インストルメント 　Display Module

　インストルメント 　Display odd / even segments

　インストルメント 　Display on/off

　インストルメント 　Display test even segments

　インストルメント 　Display test odd segments

　インストルメント 　Door Open Lamp

　インストルメント 　Doors Open warning light

　インストルメント 　Driver's seat belt

　インストルメント 　EBD/ブレーキ警告灯

　インストルメント 　E-locker warning lamp

　インストルメント 　Engine Overtemperature light

　インストルメント 　Engine speed cluster

　インストルメント 　Engine water over temperature

　インストルメント 　EOBD and Engine System Fault Lamp

　インストルメント 　EOBD failure indication

　インストルメント 　EPB failure indication

　インストルメント 　EPS Fault Lamp

　インストルメント 　ESC or HILL HOLDER system failure indication

　インストルメント 　ESC system deactivation

　インストルメント 　ESP failure lamp

　インストルメント 　ESP警告灯

　インストルメント 　Failure external lights warning indicator lamp

　インストルメント 　Fiat DTC light

　インストルメント 　Flex Fuel reserve indication

　インストルメント 　Fog lamp

　インストルメント 　Forward collision warning Off

　インストルメント 　Front fog light warning light

　インストルメント 　Front Fog Lights

　インストルメント 　Front Fog Lights Lamp

　インストルメント 　Fuel Injection System MIL 

　インストルメント 　Fuel level gradual indicator

　インストルメント 　Fuel Level Low



　インストルメント 　Fuel tank reserve warning lamp

　インストルメント 　Generic failure warning indicator lamp

　インストルメント 　Generic Fault Lamp

　インストルメント 　Glow plug indication / Cold Start inibition

　インストルメント 　Glow plugs warning lamp

　インストルメント 　Headlights level corrector

　インストルメント 　Heated Cold Start System Indicator

　インストルメント 　Heated windshield warning light

　インストルメント 　High beam headlamp indication

　インストルメント 　High Beam Lamp

　インストルメント 　High beam warning light

　インストルメント 　Injection control light

　インストルメント 　Instrument Panel Illumination

　インストルメント 　LCD display backlight

　インストルメント 　LCD照明

　インストルメント 　LDW (Lane Departure Warning)

　インストルメント 　Left side hazard light warning lamp

　インストルメント 　Left Turn Light Indicator

　インストルメント 　Left turn signal lamp indication

　インストルメント 　Lockinf of the doors

　インストルメント 　Low Fuel Level Lamp

　インストルメント 　Maximum Engine Cooling temperature Lamp

　インストルメント 　MIL警告灯

　インストルメント 　Minimum Engine Oil Pressure Lamp

　インストルメント 　Odometer

　インストルメント 　Oil level indicator (if available)

　インストルメント 　Oil pressure warning light

　インストルメント 　Parking brake lamp

　インストルメント 　Parking brake/brake fluid level/EBD warning lamp

　インストルメント 　Parking Lamp Control and Indication

　インストルメント 　Parking System Not Avaliable

　インストルメント 　Passenger's side airbag deactivation warning lamp

　インストルメント 　Position lamp indication

　インストルメント 　Position lights warning lamp

　インストルメント 　Power steering failure indication

　インストルメント 　Programmed maintenance

　インストルメント 　Rear defogger LED

　インストルメント 　Rear fog light

　インストルメント 　Rear Fog Light Lamp

　インストルメント 　Rear fog light warning light

　インストルメント 　Rear Window Defrost Lamp

　インストルメント 　Right side hazard light warning lamp

　インストルメント 　Right Turn Light Indicator

　インストルメント 　Right turn signal lamp indication

　インストルメント 　RPM



　インストルメント 　RPM gradual indicator

　インストルメント 　Seat Belt Unfastened Lamp

　インストルメント 　Seat belt unfastened Warning cycle

　インストルメント 　Seat belt warning lamp

　インストルメント 　Selt test

　インストルメント 　Speed limit light

　インストルメント 　Speedometer gradual indicator

　インストルメント 　Start Stop activation

　インストルメント 　STOP/START警告灯

　インストルメント 　System Fiat CODE failure warning light

　インストルメント 　Tire pressure warning light

　インストルメント 　TPMS

　インストルメント 　Traction control (TCS) control light

　インストルメント 　Turn signals indicator

　インストルメント 　Unlocking of the doors

　インストルメント 　Value reset

　インストルメント 　VDC/ASR/TC警告灯

　インストルメント 　VDC警告灯

　インストルメント 　Vehicle Protection System Failure Lamp(immo)

　インストルメント 　Vehicle speed cluster

　インストルメント 　Warning failure light in Injection system

　インストルメント 　Warning light - Doors opened

　インストルメント 　Warning light of water in fuel tank

　インストルメント 　イモビライザー警告灯

　インストルメント 　エンジン油温計

　インストルメント 　クルーズコントロールランプ

　インストルメント 　グロープラグコントロールランプ

　インストルメント 　シートベルト警告灯

　インストルメント 　ステアリング警告灯

　インストルメント 　スピードメーター

　インストルメント 　セルフテスト

　インストルメント 　ダッシュボードイルミネーション

　インストルメント 　ダッシュボードチェック

　インストルメント 　ダッシュボードボタンイルミネーション

　インストルメント 　ダッシュボード警告音(ブザー)

　インストルメント 　チェックランプ

　インストルメント 　ディスプレーテスト

　インストルメント 　ドアロック

　インストルメント 　ドア開閉警告灯

　インストルメント 　パーキングランプ

　インストルメント 　パーキングランプ/MIL警告灯

　インストルメント 　ハイビーム警告灯

　インストルメント 　ヒーター付きリアガラス

　インストルメント 　ヒルホルダー警告灯

　インストルメント 　ブレーキパッド摩耗警告灯



　インストルメント 　ブレーキ警告灯

　インストルメント 　フロントインテリアランプ

　インストルメント 　フロントフォグランプ

　インストルメント 　ヘッドライトアクチュエーター

　インストルメント 　マトリックスディスプレーテスト

　インストルメント 　リアガラスヒーターLED

　インストルメント 　リアガラスヒーター表示灯

　インストルメント 　リアフォグランプ

　インストルメント 　ロービーム

　インストルメント 　ロービーム警告灯

　インストルメント 　右側ターンシグナルランプ

　インストルメント 　回転数カウンター

　インストルメント 　警告音(ブザー)

　インストルメント 　警告灯

　インストルメント 　左側ターンシグナルランプ

　インストルメント 　充電警告灯

　インストルメント 　電動パワーステアリング警告灯

　インストルメント 　燃料フィルター内水検出ランプ

　インストルメント 　燃料計

　インストルメント 　燃料残量警告灯

　インストルメント 　燃料水抜き警告灯(対応車両のみ)

　インストルメント 　微粒子フィルターランプ

　インストルメント 　油圧警告灯

　インストルメント 　油温警告灯

　エアコン 　A/C Request

　エアコン 　Additional heater (PTC)

　エアコン 　Additional heater relay 1

　エアコン 　Additional heater relay 2

　エアコン 　Air Distribution Motor

　エアコン 　Air distributor actuator

　エアコン 　Air distributor actuator - #1

　エアコン 　Air distributor actuator - #2

　エアコン 　Air Mix Motor

　エアコン 　Air mixer actuator

　エアコン 　Air mixer motor

　エアコン 　Air mode motor

　エアコン 　Air recirculation motor

　エアコン 　Blower control

　エアコン 　Blower motor

　エアコン 　Button LEDs

　エアコン 　Button sysmbol back-light pwm duty

　エアコン 　Conditioner enable request

　エアコン 　Control buttons LED

　エアコン 　Display (LCD) backlight illumination

　エアコン 　External Control Variable Displacement (ECVD)



　エアコン 　Illumination of all segments of the LCD display / Display all segments illumination

　エアコン 　In car temperature sensor micro-blower

　エアコン 　Internal blower control

　エアコン 　Key background illumination

　エアコン 　Key LEDs

　エアコン 　Key LEDs  PWM Duty

　エアコン 　Key symbol Back-Light  PWM Duty

　エアコン 　LCD Back light PWM Duty

　エアコン 　LCD back-light pem duty

　エアコン 　LCD display backlight

　エアコン 　LCD Symbols

　エアコン 　Left Air Mix Motor

　エアコン 　PTC High Power (Relay)

　エアコン 　PTC Low Power (Relay)

　エアコン 　Recircolation Motor

　エアコン 　Recirculation motor

　エアコン 　Right Air Mix Motor

　エアコン 　エアコンコンプレッサーリレー

　エアコン 　システムLED

　エアコン 　ディスプレー照度

　エアコン 　フロントガラスフラップアクチュエーター

　エアコン 　ボタンLED

　エアコン 　マトリックスディスプレーテスト

　エアコン 　リアディストリビューションアクチュエーター

　エアコン 　リアミキサーアクチュエーター

　エアコン 　リレー1(補助ヒーター)

　エアコン 　リレー2(補助ヒーター)

　エアコン 　右側ディストリビューションモーター

　エアコン 　右側ミキシングアクチュエーター

　エアコン 　空気再循環アクチュエーター

　エアコン 　左側ディストリビューションモーター

　エアコン 　左側ミキシングアクチュエーター

　エアコン 　足元/ベントフラップアクチュエーター

　エアコン 　電動ファンコントロール

　エアコン 　補助ヒーター

　エアバッグ 　シートベルト警告灯

　エアバッグ 　リアサイドエアバッグ表示灯

　エアバッグ 　警告灯

　エアバッグ 　助手席側フロントエアバッグ作動禁止表示灯

　エンジン 　3番ピストンOFF(装備車のみ)

　エンジン 　A/C Relay

　エンジン 　AC compressor relay 

　エンジン 　AC Relay command

　エンジン 　Ac Rele Command

　エンジン 　Activation of Cold Start Valve/Pump



　エンジン 　Additional heater (PTC)

　エンジン 　Air Conditioner Compressor Relay

　エンジン 　Air conditioner relay command

　エンジン 　Autolearning for throttle potenciometer

　エンジン 　Auxiliary water pump command

　エンジン 　Blow by Heater Relay Command

　エンジン 　Blow-by heater relay control

　エンジン 　Canister valve cleaning

　エンジン 　CNG cylinder 1 injector

　エンジン 　CNG cylinder 2 injector

　エンジン 　CNG Injectors relay command

　エンジン 　CNG Valve relay command

　エンジン 　Cold start pump activation

　エンジン 　Command for coil 1

　エンジン 　Command for coil 2

　エンジン 　Command for coil 3

　エンジン 　Command for coil 4

　エンジン 　Commnd for Coil 3

　エンジン 　Commnd for Coil 4

　エンジン 　Coolant pump after run command

　エンジン 　COOLING FAN 1 COMMAND

　エンジン 　COOLING FAN 2 COMMAND

　エンジン 　Cruise Control Lamp Command

　エンジン 　Cylinder 1 uniair valve command

　エンジン 　Cylinder 2 uniair valve command

　エンジン 　Cylinder 3 uniair valve command

　エンジン 　Cylinder 4 uniair valve command

　エンジン 　Diesel Particulate Filter Lamp Command

　エンジン 　Downstream Lambda Probe Heater

　エンジン 　Downstream lambda probe heater command

　エンジン 　DPF Lamp command

　エンジン 　Dump valve command

　エンジン 　EGR Cooler Bypass Command

　エンジン 　EGR electrovalve

　エンジン 　EGR High pressure valve test

　エンジン 　EGR Low pressure valve test

　エンジン 　EGRエクスチェンジャーエクスクリュージョンバルブ

　エンジン 　EGRソレノイドバルブ

　エンジン 　Electrical VGT Actuator Test

　エンジン 　Engine coolant lamp

　エンジン 　Engine Oil Pressure Lamp Command

　エンジン 　Engine overheat light

　エンジン 　Engine shutoff solenoid valve

　エンジン 　Engine suspension control

　エンジン 　Engine Water Over Temperature Lamp Command



　エンジン 　Fan - 1st Speed

　エンジン 　Fan - 2nd Speed

　エンジン 　Fan 1

　エンジン 　Fan 2

　エンジン 　Fan cooling activation - Fan command 1

　エンジン 　Fan cooling activation - Fan command 2

　エンジン 　FAN1

　エンジン 　FAN2

　エンジン 　Fast idle actuator

　エンジン 　Fault spy light

　エンジン 　Flow modification throttle solenoid valve

　エンジン 　Flow shutter valve

　エンジン 　Fuel Filter Heater Command

　エンジン 　Fuel Pump Relay Command

　エンジン 　Fuel Pump Rele Command

　エンジン 　Fuel Pump Releasing - Low Pressure

　エンジン 　Gas injector 1

　エンジン 　Gas injector 2

　エンジン 　Gas injector 3

　エンジン 　Gas injector 4

　エンジン 　Gas injectors relay

　エンジン 　Gas solenoid valve relay

　エンジン 　Glow Lamp Command

　エンジン 　Glow Plug Command

　エンジン 　Glow plug preheating test

　エンジン 　Heater of lambda probe 1

　エンジン 　Heater of lambda probe 2

　エンジン 　High pressure EGR valve test

　エンジン 　Idle actuator / Step motor

　エンジン 　Ignition coils

　エンジン 　Impone A/F Alcool

　エンジン 　Impone apprendimento A/F

　エンジン 　Injection quantity decrease S.V.

　エンジン 　Injection quantity increase S.V.

　エンジン 　Injection timing actuator

　エンジン 　Injector 1 and 2 Coil Command

　エンジン 　Injector 1 coil command

　エンジン 　Injector 1 Command

　エンジン 　Injector 2 coil command

　エンジン 　Injector 2 Command

　エンジン 　Injector 3 and 4 Coil Command

　エンジン 　Injector 3 coil command

　エンジン 　Injector 3 Command

　エンジン 　Injector 4 coil command

　エンジン 　Injector 4 Command



　エンジン 　Injector 5

　エンジン 　Injector 6

　エンジン 　Injector command 1

　エンジン 　Injector command 2

　エンジン 　Injector command 3

　エンジン 　Injector command 4

　エンジン 　Injector LPG cylinder 1 command

　エンジン 　Injector LPG cylinder 2 command

　エンジン 　Injector LPG cylinder 3 command

　エンジン 　Injector LPG cylinder 4 command

　エンジン 　Lambda probe 1 heater

　エンジン 　Lambda probe 2 heater

　エンジン 　Lambda sensor heater

　エンジン 　Lamp DPF

　エンジン 　Lamp fuel request on button

　エンジン 　lmpone A/F_Alcool

　エンジン 　lmpone A/F_Gasolina

　エンジン 　lmpone apprendimento A/F

　エンジン 　Low pressure EGR valve test

　エンジン 　LPG Injectors relay command

　エンジン 　LPG tank/regulator valve relay command

　エンジン 　LPG/gasoline fuel mode request lamp on button command

　エンジン 　Lubricating Oil Pressure Lamp

　エンジン 　Malfunction Indacator Lamp Command

　エンジン 　Malfunction Indicator Lamp (MIL) Command

　エンジン 　MIL 

　エンジン 　MIL Command

　エンジン 　MIL lamp command

　エンジン 　Motorized throttle self learning command

　エンジン 　M-PROP command

　エンジン 　Mprop Command (High Pressure)

　エンジン 　MProp command(High pressure)

　エンジン 　O2 Sensor heater B1S1

　エンジン 　O2 Sensor heater B1S2

　エンジン 　OBD bypass electro valve command

　エンジン 　Oil Pressure Lamp

　エンジン 　PDAバルブ

　エンジン 　Petrol injectors relay

　エンジン 　Pre-heating lamp

　エンジン 　Purge Canister Valve Command

　エンジン 　Relay 2nd electro-ventilator - For version with air conditioning

　エンジン 　Relay of 1st speed electric fan

　エンジン 　Self learning throttle body activation

　エンジン 　Signal lamp water not fuel filter

　エンジン 　Sport mode indicator light



　エンジン 　Temperature Warning Lamp

　エンジン 　Thermostat command

　エンジン 　Throttle test

　エンジン 　Throttle valve actuator command

　エンジン 　Throttle valve test

　エンジン 　Turbocharger Pressure Actuator Command

　エンジン 　UniAir actuation electrovalve Cyl. 1

　エンジン 　UniAir actuation electrovalve Cyl. 2

　エンジン 　UniAir actuation electrovalve Cyl. 3

　エンジン 　UniAir actuation electrovalve Cyl. 4

　エンジン 　Upstream Lambda Probe Heater

　エンジン 　Upstream lambda probe heater command

　エンジン 　Valve multiair system activation cylinder 1

　エンジン 　Valve multiair system activation cylinder 2

　エンジン 　Valve multiair system activation cylinder 3

　エンジン 　Valve multiair system activation cylinder 4

　エンジン 　Valve purge canister

　エンジン 　Valve Variator Timing (VVT) command

　エンジン 　Variable Dispalcement Oil Pump Command

　エンジン 　Variable Displacement Oil Pump Command

　エンジン 　Variable Swirl Actuator Closing Command

　エンジン 　VISリレー

　エンジン 　VVT valve comand - Variant valve tining

　エンジン 　VVT(フェーズバリエーター)

　エンジン 　Waste gate electrovalve

　エンジン 　Waste gate valve command

　エンジン 　Water in Fuel Filter Lamp Command

　エンジン 　Water overheating lamp

　エンジン 　アイドルアクチュエーター

　エンジン 　インジェクター1

　エンジン 　インジェクター2

　エンジン 　インジェクター3

　エンジン 　インジェクター4

　エンジン 　インジェクター5(6気筒エンジン)

　エンジン 　インジェクター6(6気筒エンジン)

　エンジン 　ウェイストゲートソレノイドバルブ

　エンジン 　エアコンコンプレッサー

　エンジン 　エアコンコンプレッサーリレー

　エンジン 　エバポレーターコントロールバルブ

　エンジン 　クルーズコントロールランプ

　エンジン 　グロープラグコントロールランプ

　エンジン 　グロープラグリレー

　エンジン 　コイル1

　エンジン 　コイル2

　エンジン 　コイル3



　エンジン 　コイル4

　エンジン 　ターボバキュームバルブ

　エンジン 　バリアブルカムシャフトタイミングリレー

　エンジン 　ファン1速

　エンジン 　ファン2速

　エンジン 　ファン3速

　エンジン 　ブーストコントロールソレノイド

　エンジン 　フューエルポンプリレー

　エンジン 　プレートヒーターリレー(装備車のみ)

　エンジン 　ラムダ1ヒーター(触媒後)

　エンジン 　ラムダ1ヒーター(触媒前)

　エンジン 　ラムダ2ヒーター(触媒後)

　エンジン 　ラムダ2ヒーター(触媒前)

　エンジン 　回転数カウンター

　エンジン 　吸気スロットルソレノイドバルブ

　エンジン 　吸気スロットルソレノイドバルブ(シャッターバルブ)

　エンジン 　吸気スロットルソレノイドバルブ(修正流量)

　エンジン 　警告灯

　エンジン 　高圧燃料レギュレーター

　エンジン 　電子制御式スロットル

　エンジン 　燃圧レギュレーター

　エンジン 　燃料フィルターヒーターリレー

　エンジン 　燃料フィルター内水検出ランプ

　エンジン 　微粒子フィルターランプ

　エンジン 　油圧インジケーター

　エンジン 　油圧警告灯

　エンジン 　油温警告灯

　エンターテインメント 　In Motion Menu Control

　エンターテインメント 　Radio Volume

　エンターテインメント 　Seek Status

　エンターテインメント 　Seek Status tuner AM/FM

　エンターテインメント 　Video Input settings

　パワーステアリング 　City User Disabled/Enabled Indication

　パワーステアリング 　アイドル回転数増大(1242 16Vのみ)

　パワーステアリング 　警告灯

　ブート 　Rear doors buttons illumination

　ブート 　Rear left window - Down

　ブート 　Rear left window - Up

　ブート 　Rear right window - Down

　ブート 　Rear right window - Up

　ブート 　デッドロックOFF

　ブート 　デッドロックON

　ブート 　パドルランプ

　ブート 　リアキーランプ

　ブート 　リアドアアンロック



　ブート 　リアドアロック

　ブート 　リア右ウィンドウ

　ブート 　リア右ウィンドウDOWN

　ブート 　リア右ウィンドウUP

　ブート 　リア左ウィンドウ

　ブート 　リア左ウィンドウDOWN

　ブート 　リア左ウィンドウUP

　ヘッドランプ(右) 　Headlight actuators (HIGH)

　ヘッドランプ(右) 　Headlight actuators (LOW)

　ヘッドランプ(右) 　Headlight actuators (MIDDLE)

　ヘッドランプ(左) 　Headlight actuators (HIGH)

　ヘッドランプ(左) 　Headlight actuators (LOW)

　ヘッドランプ(左) 　Headlight actuators (MIDDLE)

　ボディー 　ABS警告灯(CAN)

　ボディー 　Ambient dimming command

　ボディー 　Approach lamp command (Left/ Right)

　ボディー 　ASB (Auxiliary Switch Bank) Backlight LED

　ボディー 　Background light

　ボディー 　backup light command

　ボディー 　boot opening

　ボディー 　Brake light

　ボディー 　Brake light command

　ボディー 　Cargo Light

　ボディー 　Ceiling central front lamp illumination

　ボディー 　Ceiling rear left lamp

　ボディー 　Ceiling rear right lamp

　ボディー 　Central high mounted Stop Light (CHMSL)

　ボディー 　Central rear ceiling lamp

　ボディー 　Central right ceiling lamp illumination lamp

　ボディー 　CITY LED Command

　ボディー 　Comfort enable command

　ボディー 　ComFort Enable command / Back Light Switches

　ボディー 　Daylights Left

　ボディー 　Daylights Right

　ボディー 　Doors lock

　ボディー 　Doors status / deterrence LED

　ボディー 　Doors unlock

　ボディー 　Driver's window lifting

　ボディー 　Driver's window opening

　ボディー 　DSBM/WSM switchs Backlight LED

　ボディー 　Fog light

　ボディー 　Fog lights warning lights

　ボディー 　Front Ceiling Light

　ボディー 　Front fog light

　ボディー 　Front Fog Lights



　ボディー 　Front Fog Lights relay

　ボディー 　Front left tail light

　ボディー 　Front Parking Light

　ボディー 　Front right tail light

　ボディー 　Front window washer command

　ボディー 　Front window washer pump

　ボディー 　Front windshield pump

　ボディー 　Front windshield wiper

　ボディー 　Fuel filter heater

　ボディー 　Head Lamp Wash

　ボディー 　Headlight washer

　ボディー 　Heated rear window command

　ボディー 　Heated windshield relay

　ボディー 　Heater rear window relay

　ボディー 　Heater Rear Window relay command

　ボディー 　Hig beam

　ボディー 　High Beams Lights

　ボディー 　High speed wiper command

　ボディー 　Horn command

　ボディー 　Internal lighting

　ボディー 　Internal night Lights

　ボディー 　Internal temperature

　ボディー 　Inverter enable command

　ボディー 　LED APA (Semi Automatic Parking Assistance) Switch ASB (Auxiliary Switch Bank)

　ボディー 　LED LDW Switch ASB (Auxiliary Switch Bank)

　ボディー 　LED PAM Switch ASB (Auxiliary Switch Bank)

　ボディー 　LeFt (Front/Rear) Parking Lights

　ボディー 　Left brake light LED

　ボディー 　Left daylight

　ボディー 　Left DRL Light

　ボディー 　Left position lamp

　ボディー 　LeFt Rear Fog Light

　ボディー 　Left Reverse Gear Light

　ボディー 　Left stop light

　ボディー 　Left Turn Lights

　ボディー 　Left turn signal light

　ボディー 　Licence Plate Lights

　ボディー 　License plate lights

　ボディー 　Low Beam Lights

　ボディー 　Low speed wiper command

　ボディー 　Night lights

　ボディー 　Parking lights (left)

　ボディー 　Parking lights (right)

　ボディー 　Passenger's window lifting

　ボディー 　Passenger's window opening



　ボディー 　Plate light

　ボディー 　Rear Ceiling Light 2nd row Left

　ボディー 　Rear Ceiling Light 2nd row Right

　ボディー 　Rear fog light relay

　ボディー 　Rear left fog light

　ボディー 　Rear left side lights LED

　ボディー 　Rear parking lights command

　ボディー 　Rear right fog light 

　ボディー 　Rear right side lights LED

　ボディー 　Rear window deffoger led

　ボディー 　Rear window washer command

　ボディー 　Rear window washer pump

　ボディー 　Rear window washer pump relay

　ボディー 　Rear windshield pump

　ボディー 　Rear windshield wiper

　ボディー 　Repetition Driver door ajar switch command For HCSS - Heated Cold Start System

　ボディー 　Repetition Driver door ajar switch command For MTA

　ボディー 　Reverse gear left light

　ボディー 　Reverse Gear lights

　ボディー 　Reverse right gear light

　ボディー 　Reversing lights

　ボディー 　Right (Front/Rear) Parking Lights

　ボディー 　Right brake light LED

　ボディー 　Right daylight

　ボディー 　Right DRL light

　ボディー 　Right position lamp

　ボディー 　Right Rear Fog Light

　ボディー 　Right Reverse Gear Light

　ボディー 　Right stop light

　ボディー 　Right Turn Lights

　ボディー 　Right turn signal light

　ボディー 　SBMT

　ボディー 　SBMT 0

　ボディー 　Stop and Start LED

　ボディー 　STOP/STARTリレー

　ボディー 　STOP/START警告灯

　ボディー 　SWS (Steering Wheel Switch) Backlight LED

　ボディー 　Warning switch lighting

　ボディー 　Wind Shield Wash

　ボディー 　Wind shield wiper

　ボディー 　Window lifter control enablement

　ボディー 　Windscreen wash pump relay

　ボディー 　windshield heater relay command

　ボディー 　アラーム作動

　ボディー 　イモビライザー警告灯(CAN)



　ボディー 　インテリアランプ

　ボディー 　エマージェンシーランプLED

　ボディー 　コンパートメント/トランクランプ

　ボディー 　サイドランプ(右)

　ボディー 　サイドランプ(左)

　ボディー 　スピードメーター(CAN)

　ボディー 　センターブレーキランプ

　ボディー 　ダッシュボードランプ(エアコン、アッシュ)

　ボディー 　ダッシュボード警告音

　ボディー 　チルトセンサーチェック

　ボディー 　デイタイムランニングランプ

　ボディー 　テールランプ

　ボディー 　ドアアンロック

　ボディー 　ドアロック

　ボディー 　トランク開

　ボディー 　ハイビーム

　ボディー 　ハザードランプ

　ボディー 　ハザードランプLED

　ボディー 　パドルランプ

　ボディー 　パノラミックサンルーフ

　ボディー 　パワーウィンドウOFF

　ボディー 　ヒーター付きリアガラス

　ボディー 　フォグランプ

　ボディー 　プリビレッジロードリレーOFF

　ボディー 　ブレーキランプ

　ボディー 　ブレーキランプ(右)

　ボディー 　ブレーキランプ(左)

　ボディー 　ブレーキ警告灯

　ボディー 　ブレーキ警告灯(CAN)

　ボディー 　フロントインテリアランプ

　ボディー 　フロントサイドランプ

　ボディー 　フロントワイパー(高速)

　ボディー 　フロントワイパー(低速)

　ボディー 　フロント右ウィンドウ

　ボディー 　フロント左ウィンドウ

　ボディー 　ヘッドライトウォッシャー

　ボディー 　ヘッドライトウォッシャー表示灯

　ボディー 　マップランプ(右)

　ボディー 　マップランプ(左)

　ボディー 　ライセンスプレートランプ

　ボディー 　ライセンスプレートランプ(右)

　ボディー 　ライセンスプレートランプ(左)

　ボディー 　リアインテリアランプ

　ボディー 　リアガラスヒーターLED

　ボディー 　リアガラスヒーターコントロール



　ボディー 　リアシーリングライト

　ボディー 　リアフォグランプ

　ボディー 　リアフォグランプ(右)

　ボディー 　リアフォグランプ(左)

　ボディー 　リアワイパー

　ボディー 　ロービーム

　ボディー 　右側ターンシグナルランプ

　ボディー 　警告灯(CAN)

　ボディー 　左側ターンシグナルランプ

　ボディー 　充電警告灯(CAN)

　ボディー 　盗難防止ランプ

　ボディー 　燃料レベル(CAN)

　ボディー 　半ドア警告灯

　ボディー 　補助リレー

　運転席ドア 　Back Lights LED

　運転席ドア 　Driver side window

　運転席ドア 　Driver's door buttons lighting

　運転席ドア 　Driver's side window - Down

　運転席ドア 　Driver's side window - Up

　運転席ドア 　Driver's side window control - Down

　運転席ドア 　Driver's side window control - Up

　運転席ドア 　Driver's side window riser control - Down

　運転席ドア 　Driver's side window riser control - Up

　運転席ドア 　Front Left Window Lifter Command

　運転席ドア 　Front Right Window Lifter Command

　運転席ドア 　Passenger side window

　運転席ドア 　ウィンドウDOWN

　運転席ドア 　ウィンドウUP

　運転席ドア 　デッドロックOFF

　運転席ドア 　デッドロックON

　運転席ドア 　ドアアンロック

　運転席ドア 　ドアロック

　運転席ドア 　トランクアンロック

　運転席ドア 　パドルランプ

　運転席ドア 　フューエルフラップ

　運転席ドア 　ミラー(格納)

　運転席ドア 　ミラー(復帰)

　運転席ドア 　ミラーデフロスター

　運転席ドア 　リアウィンドウロックボタンライト

　運転席ドア 　リアシーリングライト

　運転席ドア 　リア右ウィンドウ

　運転席ドア 　リア左ウィンドウ

　運転席ドア 　右側ミラー

　運転席ドア 　運転席側キーランプ

　運転席ドア 　運転席側ドアLED



　運転席ドア 　運転席側ミラー(右)

　運転席ドア 　運転席側ミラー(下)

　運転席ドア 　運転席側ミラー(左)

　運転席ドア 　運転席側ミラー(上)

　運転席ドア 　左側ミラー

　助手席ドア 　Passenger door buttons lighting

　助手席ドア 　Passenger's side window - Down

　助手席ドア 　Passenger's side window - Up

　助手席ドア 　Passenger's side window control - Down

　助手席ドア 　Passenger's side window control - Up

　助手席ドア 　Passenger's side window riser control - Down

　助手席ドア 　Passenger's side window riser control - Up

　助手席ドア 　ウィンドウDOWN

　助手席ドア 　ウィンドウUP

　助手席ドア 　デッドロックOFF

　助手席ドア 　デッドロックON

　助手席ドア 　ドアアンロック

　助手席ドア 　ドアロック

　助手席ドア 　パドルランプ

　助手席ドア 　ミラー(格納)

　助手席ドア 　ミラー(復帰)

　助手席ドア 　ミラーデフロスター

　助手席ドア 　リアシーリングライト

　助手席ドア 　助手席側キーランプ

　助手席ドア 　助手席側ミラー(右)

　助手席ドア 　助手席側ミラー(下)

　助手席ドア 　助手席側ミラー(左)

　助手席ドア 　助手席側ミラー(上)

　電子シフター 　Shift Lock Command


