●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2021.06)
システム

項目名

説明

イルミ（Ｐ席Ｊ＿Ｂ）

アンロック時ドームランプ点灯

アンロック時ドームランプ点灯の設定を変更します。

イルミ（Ｐ席Ｊ＿Ｂ）

イルミ点灯

イルミ点灯の設定を変更します。

イルミ（Ｐ席Ｊ＿Ｂ）

サイドミラー足元照明

サイドミラー足元照明の設定を変更します。

イルミ（Ｐ席Ｊ＿Ｂ）

シート照明

シートライト制御の設定を変更します。

イルミ（Ｐ席Ｊ＿Ｂ）

シフトランプ制御

シフトランプ制御の設定を変更します。

イルミ（Ｐ席Ｊ＿Ｂ）

ステアリングランプ制御

ステアリングランプ制御の設定を変更します。

イルミ（Ｐ席Ｊ＿Ｂ）

ドームランプ点灯時間

ドームランプ点灯時間の設定を変更します。

イルミ（Ｐ席Ｊ＿Ｂ）

ライト制御

ライト制御の設定を変更します。

イルミ（Ｐ席Ｊ＿Ｂ）

ルームランプ点灯ＡＣＣ

イルミ（ゲートウェイ）

Ｉ／Ｌ

ＡＣＣ

イルミ（ゲートウェイ）

Ｉ／Ｌ

イルミ（ゲートウェイ）

Ｉ／Ｌ

イルミ（ゲートウェイ）

イルミネーションシステム

イルミネーションシステムの設定を変更します。

イルミ（ゲートウェイ）

バッテリーセーバー

バッテリーセーバーの設定を変更します。

イルミ（ゲートウェイ）

ライト制御

ライト制御の設定を変更します。

イルミ（ゲートウェイ）

ライト点灯回数

ライト点灯回数の設定を変更します。

イルミ（ボディー）

２段階消灯機能

２段階消灯機能の設定を変更します。

イルミ（ボディー）

ＡＣＣ

ＡＣＣ

イルミ（ボディー）

Ｄドアアンロック時ステップ照明

Ｄドアアンロック時ステップ照明の設定を変更します。

イルミ（ボディー）

Ｉ／Ｌ

ＡＣＣ

Ｉ／Ｌ

ＡＣＣ

イルミ（ボディー）

Ｉ／Ｌ

オンＷ／アンロック

Ｉ／Ｌ

オンＷ／アンロックの設定を変更します。

イルミ（ボディー）

Ｉ／Ｌ

オンＷ／ドアキーアンロック

Ｉ／Ｌ

オンＷ／ドアキーアンロックの設定を変更します。

イルミ（ボディー）

アドバンストイルミネーションシステム設定

アドバンストイルミネーションシステムの設定を変更します。

イルミ（ボディー）

アンロック（Ｄ席ＳＷ）時外側ドア手元照明

アンロック（Ｄ席ＳＷ）時外側ドア手元照明の設定を変更します。

イルミ（ボディー）

アンロック時（Ｄ席ＳＷ）サイドミラー足元照明

アンロック時（Ｄ席ＳＷ）サイドミラー足元照明の設定を変更します。

イルミ（ボディー）

アンロック時サイドミラー足元照明

アンロック時サイドミラー足元照明の設定を変更します。

イルミ（ボディー）

アンロック時外側ドア手元照明

アンロック時外側ドア手元照明の設定を変更します。

イルミ（ボディー）

イルミネーションシステム

イルミネーションシステムの設定を変更します。

イルミ（ボディー）

インテリアイルミネーションランプ

インテリアイルミネーションランプの設定を変更します。

イルミ（ボディー）

インテリアランプコントロール

インテリアランプコントロールの設定を変更します。

イルミ（ボディー）

ステップランプ点灯時間

ステップランプ点灯時間の設定を変更します。

イルミ（ボディー）

スマートキー検知時ステップ照明

スマートキー検知時ステップ照明の設定を変更します。

イルミ（ボディー）

センターコンソールスポットライト

センターコンソールスポットライトの設定を変更します。

ＯＦＦ

ＯＦＦ

ルームランプ点灯ＡＣＣ

ＯＦＦの設定を変更します。

Ｉ／Ｌ

ＡＣＣ

オンＷ／アンロック

Ｉ／Ｌ

オンＷ／アンロックの設定を変更します。

オンＷ／ドアキーアンロック

Ｉ／Ｌ

オンＷ／ドアキーアンロックの設定を変更します。

ＯＦＦシートベルトバックル点灯

ＯＦＦ

ＯＦＦの設定を変更します。

ＯＦＦシートベルトバックル点灯の設定を変更します。

ＯＦＦの設定を変更します。

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2021.06)
システム

項目名

説明

イルミ（ボディー）

ドア開時シートベルトバックル点灯

ドア開時シートベルトバックル点灯の設定を変更します。

イルミ（ボディー）

ドア開時ステップ照明

ドア開時ステップ照明の設定を変更します。

イルミ（ボディー）

バッテリーセーバー

バッテリーセーバーの設定を変更します。

イルミ（ボディー）

ミラー足元照明点灯時間

ミラー足元照明点灯時間の設定を変更します。

イルミ（ボディー）

ライト制御

ライト制御の設定を変更します。

イルミ（ボディー）

ライト点灯回数

ライト点灯回数の設定を変更します。

イルミ（ボディー）

ワイヤレスドアアンロック時ステップ照明

ワイヤレスドアアンロック時ステップ照明の設定を変更します。

イルミ（ボディー）

室外照明点灯

室外照明点灯の設定を変更します。

イルミ（ボディー）

接近時サイドミラー足元照明

接近時サイドミラー足元照明の設定を変更します。

イルミ（ボディー）

接近時ドームランプ点灯

接近時ドームランプ点灯の設定を変更します。

イルミ（ボディー）

接近時外側ドア手元照明

接近時外側ドア手元照明の設定を変更します。

イルミ（ボディー）

足元灯設定

足元灯の設定を変更します。

イルミ（ボディー）

内側フットライト

内側フットライトの設定を変更します。

イルミ（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

Ｉ／Ｌ

ＡＣＣ

Ｉ／Ｌ

ＡＣＣ

イルミ（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

Ｉ／Ｌ

オンＷ／アンロック

Ｉ／Ｌ

オンＷ／アンロックの設定を変更します。

イルミ（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

Ｉ／Ｌ

オンＷ／ドアキーアンロック

Ｉ／Ｌ

オンＷ／ドアキーアンロックの設定を変更します。

イルミ（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

イルミネーションシステム

イルミネーションシステムの設定を変更します。

イルミ（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

バッテリーセーバー

バッテリーセーバーの設定を変更します。

イルミ（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

ライト制御

ライト制御の設定を変更します。

イルミ（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

ライト点灯回数

ライト点灯回数の設定を変更します。

ウォーニング（クリアランスソナー）

３秒間音量作動

３秒間音量作動の設定を変更します。

ウォーニング（クリアランスソナー）

３秒同感知字ブザー吹鳴

３秒同感知字ブザー吹鳴の設定を変更します。

ウォーニング（クリアランスソナー）

Ｆｒ／Ｒｒブザー音量

Ｆｒ／Ｒｒブザー音量の設定を変更します。

ウォーニング（クリアランスソナー）

Ｆｒ／Ｒｒブザー頻度

Ｆｒ／Ｒｒブザー頻度の設定を変更します。

ウォーニング（クリアランスソナー）

Ｆｒセンサーオンセットレンジ

Ｆｒセンサーオンセットレンジの設定を変更します。

ウォーニング（クリアランスソナー）

Ｒｒセンサーオンセットレンジ

Ｒｒセンサーオンセットレンジの設定を変更します。

ウォーニング（クリアランスソナー）

キープセンスブザー

キープセンスブザーの設定を変更します。

ウォーニング（クリアランスソナー）

サイドセンサー報知機能

サイドセンサー報知機能の設定を変更します。

ウォーニング（クリアランスソナー）

サイドセンサー報知距離

サイドセンサー報知距離の設定を変更します。

ウォーニング（クリアランスソナー）

バックセンサー報知距離

バックセンサー報知距離の設定を変更します。

ウォーニング（クリアランスソナー）

フロント＆リアブザー周波数

フロント＆リアブザー周波数の設定を変更します。

ウォーニング（クリアランスソナー）

フロントコーナーセンサー報知距離

フロントコーナーセンサー報知距離の設定を変更します。

ウォーニング（クリアランスソナー）

一時ミュート解除速度調整

一時ミュート解除速度の設定を変更します。

ＯＦＦ

ＯＦＦの設定を変更します。
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ウォーニング（クリアランスソナー）

一時ミュート機能

一時ミュート機能の設定を変更します。

ウォーニング（クリアランスソナー）

警告レンジ（フロント）

警告レンジ（フロント）の設定を変更します。

ウォーニング（クリアランスソナー）

警告レンジ（リア）

警告レンジ（リア）の設定を変更します。

ウォーニング（クリアランスソナー）

撤退ブザー音量

撤退ブザー音量の設定を変更します。

ウォーニング（ゲートウェイ）

キー抜き忘れウォーニング周期

キー抜き忘れウォーニング周期の設定を変更します。

ウォーニング（ゲートウェイ）

キー抜き忘れ音量

キー抜き忘れ音量の設定を変更します。

ウォーニング（ゲートウェイ）

シートベルト警告

シートベルト警告の設定を変更します。

ウォーニング（ゲートウェイ）

テール消し忘れウォーニング

ライト消し忘れ時の設定を変更します

ウォーニング（セキュリティー）

ＰＵＳＨ

ＰＵＳＨ

ウォーニング（セキュリティー）

エンジンＳＷ切り忘れ１

エンジンＳＷ切り忘れ１の設定を変更します。

ウォーニング（セキュリティー）

エンジンＳＷ切り忘れ２

エンジンＳＷ切り忘れ２の設定を変更します。

ウォーニング（セキュリティー）

エンジンＳＷ切り忘れ３

エンジンＳＷ切り忘れ３の設定を変更します。

ウォーニング（セキュリティー）

エンジンＳＷ切り忘れ４

エンジンＳＷ切り忘れ４の設定を変更します。

ウォーニング（セキュリティー）

キーバッテリー残量低下警告

キーバッテリー残量低下警告の設定を変更します。

ウォーニング（セキュリティー）

キー違い警報

キー違い警報の設定を変更します。

ウォーニング（セキュリティー）

キー持ち出し警報照合間隔

キー持ち出し警報照合間隔の設定を変更します。

ウォーニング（セキュリティー）

キー持ち出し時のブザー回数

キー持ち出し時のブザー回数の設定を変更します。

ウォーニング（セキュリティー）

スマート警報時のブザー音圧

スマート警報時のブザー音圧の設定を変更します。

ウォーニング（セキュリティー）

ドア開／閉ブザー

ドア開／閉ブザーの設定を変更します。

ウォーニング（セキュリティー）

ハーフロックブザー

ハーフロックブザーの設定を変更します。

ウォーニング（ボディー）

キー抜き忘れウォーニング周期

キー抜き忘れウォーニング周期の設定を変更します。

ウォーニング（ボディー）

キー抜き忘れ音量

キー抜き忘れ音量の設定を変更します。

ウォーニング（ボディー）

シートベルト警告

シートベルト警告の設定を変更します。

ウォーニング（ボディー）

テール消し忘れウォーニング

ライト消し忘れ時の設定を変更します

ウォーニング（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

キー抜き忘れウォーニング周期

キー抜き忘れウォーニング周期の設定を変更します。

ウォーニング（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

キー抜き忘れ音量

キー抜き忘れ音量の設定を変更します。

ウォーニング（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

シートベルト警告

シートベルト警告の設定を変更します。

ウォーニング（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

テール消し忘れウォーニング

ライト消し忘れ時の設定を変更します

ウォーニング（メーター）

キー抜き忘れウォーニング周期

キー抜き忘れウォーニング周期の設定を変更します。

ウォーニング（メーター）

キー抜き忘れ音量

キー抜き忘れ音量の設定を変更します。

ウォーニング（照合）

ＩＧ

ＩＧ

ウォーニング（照合）

エンジンＳＷ切り忘れ警報

エンジンＳＷ切り忘れ警報の設定を変更します。

ウォーニング（照合）

キーバッテリー残量低下警告

キーバッテリー残量低下警告の設定を変更します。

ＯＦＦ時のキー忘れ

ＯＦＦ忘れ警報

ＯＦＦ時のキー忘れの設定を変更します。

ＯＦＦ忘れ警報の設定を変更します。
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ウォーニング（照合）

キー持ち出し警報（Ｐレンジ）

キー持ち出し警報（Ｐレンジ）の設定を変更します。

ウォーニング（照合）

キー持ち出し警報（Ｐ以外）

キー持ち出し警報（Ｐ以外）の設定を変更します。

ウォーニング（照合）

キー持ち出し時のブザー回数

キー持ち出し時のブザー回数の設定を変更します。

ウォーニング（照合）

キー置忘れ警報

キー置忘れ警報の設定を変更します。

エアコン（エアコン）

イニシャル内気設定

エアコン（エアコン）

エバポレーター制御

エアコン（エアコン）

コンプＡｕｔｏ連動

エアコン（エアコン）

コンプレッサー／吸気デフォッガー作動

エアコン（エアコン）

スイングレジスタオートモード

エアコン（エアコン）

ダンパモータイニシャライズ

ダンパモータイニシャライズの設定を変更します。

エアコン（エアコン）

外気温度表示

外気温度表示の設定を変更します。

エアコン（エアコン）

吸込口（ＰＳＷ／ロック）連動設定

吸込口（ＰＳＷ／ロック）連動の設定を変更します。

エアコン（エアコン）

設定温度シフト値

温度シフトの設定を変更します。

エアコン（エアコン）

排ガスセンサー感度シフト値

排ガスセンサー感度シフト値の設定を変更します。

エアコン（ボディー）

プレ空調起動操作

プレ空調起動操作の設定を変更します。

エアコン（ボディー）

プレ空調停止操作

プレ空調停止操作の設定を変更します。

エアコン（リモートエンジンスターター）

エアコンモードスイッチ

エアコンモードスイッチの設定を変更します。

エアコン（リモートエンジンスターター）

エアコン制御モード切替

エアコンモードを変更します。

エアコン（リモートエンジンスターター）

デフォッガーコントロール

デフォッガーコントロールの設定を変更します。

エアコン（リモートエンジンスターター）

暖機時間設定

暖機時間の設定を変更します。

エアコン（リモートエンジンスターター）

暖機時間設定（合計）

暖機時間（合計）の設定を変更します。

クリアランスソナー（クリアランスソナー）

Ｆｒセンサー動作設定

Ｆｒセンサー動作の設定を変更します。

クリアランスソナー（クリアランスソナー）

Ｆｒ作動センサ１（Ｒレンジ）

Ｆｒ作動センサー（Ｒレンジ）の設定を変更します。

クリアランスソナー（クリアランスソナー）

Ｆｒ作動センサ２（Ｒレンジ）

Ｆｒ作動センサー（Ｒレンジ）の設定を変更します。

クリアランスソナー（クリアランスソナー）

Ｆｒ作動センサ３（Ｒレンジ）

Ｆｒ作動センサー（Ｒレンジ）の設定を変更します。

クリアランスソナー（クリアランスソナー）

Ｆｒ作動センサー（Ｒレンジ）

Ｆｒ作動センサー（Ｒレンジ）の設定を変更します。

クリアランスソナー（クリアランスソナー）

Ｎレンジ作動条件

Ｎレンジ作動条件の設定を変更します。

クリアランスソナー（クリアランスソナー）

Ｒｒ作動センサ１（Ｐ／Ｒ以外）

Ｒｒ作動センサー（Ｐ／Ｒ以外）の設定を変更します。

クリアランスソナー（クリアランスソナー）

Ｒｒ作動センサ２（Ｐ／Ｒ以外）

Ｒｒ作動センサー（Ｐ／Ｒ以外）の設定を変更します。

クリアランスソナー（クリアランスソナー）

Ｒｒ作動センサー（Ｐ／Ｒ以外）

Ｒｒ作動センサー（Ｐ／Ｒ以外）の設定を変更します。

クリアランスソナー（クリアランスソナー）

ソナーモード

ソナーモードの設定を変更します。

クリアランスソナー（クリアランスソナー）

フロント距離センサー

フロント距離センサーの設定を変更します。

コンライト（Ｄ席ドア）

足元ランプ設定（Ｄ席）

足元ランプ（Ｄ席）の設定を変更します。

エバポレーター制御の設定を変更します。

コンプレッサー／吸気デフォッガー作動の設定を変更します。
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コンライト（Ｄ席ドア）

足元照明点灯時間

足元照明点灯時間の設定を変更します。

コンライト（Ｌ席ミラー）

足元ランプ設定（Ｐ席）

足元ランプ（Ｐ席）の設定を変更します。

コンライト（Ｐ席ドア）

足元ランプ設定（Ｐ席）

足元ランプ（Ｐ席）の設定を変更します。

コンライト（Ｒ席ミラー）

足元ランプ設定（Ｄ席）

足元ランプ（Ｄ席）の設定を変更します。

コンライト（ゲートウェイ）

ＤＲＬファンクション

ＤＲＬファンクションの設定を変更します。

コンライト（ゲートウェイ）

コンライト感度調整

感度の設定を変更します。

コンライト（ゲートウェイ）

コンライト遅延時間

応答時間の設定を変更します。

コンライト（ゲートウェイ）

ディスプレイ減光開始レベル

ディスプレイ減光開始レベルの設定を変更します。

コンライト（ゲートウェイ）

ディスプレイ減光復帰レベル

ディスプレイ減光復帰レベルの設定を変更します。

コンライト（ゲートウェイ）

ライトオートＯＦＦ遅延時間

ライトオートＯＦＦ遅延時間の設定を変更します。

コンライト（ゲートウェイ）

制御タイプ切替え

制御タイプ切替えの設定を変更します。

コンライト（セキュリティー）

コンライト感度調整

感度の設定を変更します。

コンライト（セキュリティー）

コンライト遅延時間

応答時間の設定を変更します。

コンライト（セキュリティー）

ライトオートＯＦＦ遅延時間

ライトオートＯＦＦ遅延時間の設定を変更します。

コンライト（セキュリティー）

ライトコントロールタイプ

ライトコントロールタイプの設定を変更します。

コンライト（ボディー）

ＤＲＬファンクション

ＤＲＬファンクションの設定を変更します。

コンライト（ボディー）

アンロック時クリアランスランプ点灯

アンロック時クリアランスランプ点灯の設定を変更します。

コンライト（ボディー）

オートマチックハイビーム

オートマチックハイビームの設定を変更します。

コンライト（ボディー）

コンライト感度調整

感度の設定を変更します。

コンライト（ボディー）

コンライト遅延時間

応答時間の設定を変更します。

コンライト（ボディー）

ディスプレイ減光開始レベル

ディスプレイ減光開始レベルの設定を変更します。

コンライト（ボディー）

ディスプレイ減光復帰レベル

ディスプレイ減光復帰レベルの設定を変更します。

コンライト（ボディー）

デイライト機能

デイライト機能の設定を変更します。

コンライト（ボディー）

フォローミーホーム点灯時間

フォローミーホーム点灯時間の設定を変更します。

コンライト（ボディー）

ライトオートＯＦＦ遅延時間

ライトオートＯＦＦ遅延時間の設定を変更します。

コンライト（ボディー）

制御タイプ切替え

制御タイプ切替えの設定を変更します。

コンライト（ボディー）

方向指示灯点滅数

方向指示灯点滅数の設定を変更します。

コンライト（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

ＤＲＬファンクション

ＤＲＬファンクションの設定を変更します。

コンライト（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

コンライト感度調整

感度の設定を変更します。

コンライト（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

コンライト遅延時間

応答時間の設定を変更します。

コンライト（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

ディスプレイ減光開始レベル

ディスプレイ減光開始レベルの設定を変更します。

コンライト（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

ディスプレイ減光復帰レベル

ディスプレイ減光復帰レベルの設定を変更します。

コンライト（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

ライトオートＯＦＦ遅延時間

ライトオートＯＦＦ遅延時間の設定を変更します。
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コンライト（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

制御タイプ切替え

制御タイプ切替えの設定を変更します。

シート（Ｄ席シート）

スライド連動クッション長

スライド連動クッション長の設定を変更します。

シート（Ｄ席シート）

スライド連動ヘッドレスト

スライド連動ヘッドレストの設定を変更します。

シート（Ｄ席シート）

ヘッドレスト制御

ヘッドレスト制御の設定を変更します。

シート（Ｄ席シート）

リターンアウェイ

サイドサポート作動

リターンアウェイ

サイドサポート作動の設定を変更します。

シート（Ｄ席シート）

リターンアウェイ

ペルビス作動

リターンアウェイ

ペルビス作動の設定を変更します。

シート（Ｄ席シート）

リターンアウェイ

ランバ前後作動

リターンアウェイ

ランバー前後作動の設定を変更します。

シート（Ｄ席シート）

座席移動距離

座席移動距離の設定を変更します。

シート（ＦＬシートエアコン）

Ｐ席シート空調オート感度調整

Ｐ席シート空調オート感度の設定を変更します。

シート（ＦＬシートエアコン）

Ｐ席速暖ヒータータイマー調整

Ｐ席速暖ヒータータイマーの設定を変更します。

シート（ＦＬシートエアコン）

Ｐ席速暖ヒーター機能（ＩＧ連動）

Ｐ席速暖ヒーター（ＩＧ連動）の設定を変更します。

シート（ＦＲシートエアコン）

Ｄ席シート空調オート感度調整

Ｄ席シート空調オート感度の設定を変更します。

シート（ＦＲシートエアコン）

Ｄ席速暖ヒータータイマー調整

Ｄ席速暖ヒータータイマーの設定を変更します。

シート（ＦＲシートエアコン）

Ｄ席速暖ヒーター機能（ＩＧ連動）

Ｄ席速暖ヒーター（ＩＧ連動）の設定を変更します。

シート（Ｐ席シート）

Ｐ席ＡＵＴＯ作動順序

Ｐ席ＡＵＴＯ作動順序の設定を変更します。

シート（Ｐ席シート）

ＲアンドＡオットマン操作

ＲアンドＡオットマン操作の設定を変更します。

シート（Ｐ席シート）

リターンアウェイ

サイドサポート作動

リターンアウェイ

サイドサポート作動の設定を変更します。

シート（Ｐ席シート）

リターンアウェイ

ペルビス作動

リターンアウェイ

ペルビス作動の設定を変更します。

シート（Ｐ席シート）

リターンアウェイ

ランバー前後作動

リターンアウェイ

ランバー前後作動の設定を変更します。

シート（Ｐ席シート）

リラックスＰ席上動作

リラックス時Ｐ席前動作の設定を変更します。

シート（ＲＬシートエアコン）

ＲＬ席シート空調ＩＧ連動機能

ＲＬ席シート空調ＩＧ連動機能の設定を変更します。

シート（ＲＬシートエアコン）

ＲＬ席シート空調オート感度調整

ＲＬ席シート空調オート感度の設定を変更します。

シート（ＲＬシートエアコン）

ＲＬ席速暖ヒータータイマー調整

ＲＬ席速暖ヒータータイマーの設定を変更します。

シート（ＲＬシートエアコン）

ＲＬ席速暖ヒーター機能（ＩＧ連動）

ＲＬ席速暖ヒーター（ＩＧ連動）の設定を変更します。

シート（ＲＬシートエアコン）

リアシート空調オート感度調整

リアシート空調オート感度の設定を変更します。

シート（ＲＬ席シート）

リターン時Ｐ席連動

リターン時Ｐ席連動の設定を変更します。

シート（ＲＬ席シート）

リターン時オットマン戻し量

リターン時オットマン戻し量の設定を変更します。

シート（ＲＬ席シート）

リラックス時Ｐ席前動作

リラックス時Ｐ席前動作の設定を変更します。

シート（ＲＬ席シート）

リラックス時オットマン上動作

リラックス時オットマン上動作の設定を変更します。

シート（ＲＬ席シート）

助手席シートオートスイッチリターン機能

助手席シートオートスイッチリターン機能の設定を変更します。

シート（ＲＲシートエアコン）

ＲＲ席シート空調ＩＧ連動機能

ＲＲ席シート空調ＩＧ連動機能の設定を変更します。

シート（ＲＲシートエアコン）

ＲＲ席シート空調オート感度調整

ＲＲ席シート空調オート感度の設定を変更します。

シート（ＲＲシートエアコン）

ＲＲ席速暖ヒーター機能（ＩＧ連動）

ＲＲ席速暖ヒータ能（ＩＧ連動）の設定を変更します。
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シート（ＲＲシートエアコン）

ＲＲ席速暖ヒートタイマー調整

ＲＲ席速暖ヒートタイマーの設定を変更します。

シート（ＲＲ席シート）

リターン時Ｐ席連動

リターン時Ｐ席連動の設定を変更します。

シート（ＲＲ席シート）

リターン時オットマン戻し量

リターン時オットマン戻し量の設定を変更します。

シート（ＲＲ席シート）

リラックス時Ｐ席前動作

リラックス時Ｐ席前動作の設定を変更します。

シート（ＲＲ席シート）

リラックス時オットマン上動作

リラックス時オットマン上動作の設定を変更します。

シート（ＲＲ席シート）

助手席シートオートスイッチリターン機能

助手席シートオートスイッチリターン機能の設定を変更します。

シート（ボディー）

降車時シート移動量

降車時シート移動量の設定を変更します。

スマートエントリー＿スタート（セキュリティー）

スマートイグニッション

スマートイグニッションの設定を変更します。

スマートエントリー＿スタート（セキュリティー）

スマートトランク

スマートトランクの設定を変更します。

スマートエントリー＿スタート（セキュリティー）

トランクキー閉じ込み防止

トランクキー閉じ込み防止の設定を変更します。

スマートエントリー＿スタート（セキュリティー）

パーキング待ち時間

パーキング待ち時間の設定を変更します。

スマートエントリー＿スタート（セキュリティー）

駐車時車外照合発信間隔

駐車時車外照合発信間隔の設定を変更します。

スマートエントリー＿スタート（ボディー）

メモリーコール作動ドア

メモリーコール作動ドアの設定を変更します。

スマートエントリー＿スタート（照合）

ＰＳＤ予約オープンタイミング調整

ＰＳＤ予約オープンタイミング調整の設定を変更します。

スマートエントリー＿スタート（照合）

ＰＳＤ予約オープン機能

ＰＳＤ予約オープン機能の設定を変更します。

スマートエントリー＿スタート（照合）

エンジンスタートインジケーター

エンジンスタートインジケーターの設定を変更します。

スマートエントリー＿スタート（照合）

キー検出（トランク）

キー検出（トランク）の設定を変更します。

スマートエントリー＿スタート（照合）

スマートアンロックモード

スマートエントリー＿スタート（照合）

スマートイグニッション

スマートイグニッションの設定を変更します。

スマートエントリー＿スタート（照合）

スマートガラスハッチ

スマートガラスハッチの設定を変更します。

スマートエントリー＿スタート（照合）

スマートキャンセル

スマートキャンセルの設定を変更します。

スマートエントリー＿スタート（照合）

スマートバックドア

スマートバックドアの設定を変更します。

スマートエントリー＿スタート（照合）

ダブルドアアンロック設定

ダブルドアアンロックの設定を変更します。

スマートエントリー＿スタート（照合）

ダブルドアロック時間調整

ダブルドアロック時間の設定を変更します。

スマートエントリー＿スタート（照合）

トランクオープンモード

トランクオープンモードの設定を変更します。

スマートエントリー＿スタート（照合）

トランクキー閉じ込み防止

トランクキー閉じ込み防止の設定を変更します。

スマートエントリー＿スタート（照合）

作動確認ブザー音量

作動確認ブザー音量の設定を変更します。

スマートエントリー＿スタート（照合）

駐車時車外照合発信間隔

駐車時車外照合発信間隔の設定を変更します。

スマートエントリー＿スタート（照合）

駐車状態での待機時間

駐車状態での待機時間の設定を変更します。

スマートエントリー＿スタート（照合）

連続スマートロック禁止

スライドルーフ

ドアキー連動オープン

ドアキー連動オープンの設定を変更します。

スライドルーフ

ドアキー連動クローズ

ドアキー連動クローズの設定を変更します。

スライドルーフ

ドアキー連動操作

ドアキー連動操作の設定を変更します。

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2021.06)
システム

項目名

説明

スライドルーフ

ドアハンドルロックボタン

ドアハンドルロックボタンの設定を変更します。

スライドルーフ

フロント操作オート作動

フロント操作オート作動の設定を変更します。

スライドルーフ

リア操作オート作動

リア操作オート作動の設定を変更します。

スライドルーフ

ワイヤレスオープン

ワイヤレスオープンの設定を変更します。

スライドルーフ

ワイヤレスクローズ

ワイヤレスクローズの設定を変更します。

スライドルーフ

ワイヤレス作動方向

ワイヤレス作動方向の設定を変更します。

セキュリティー（ゲートウェイ）

Ｐａｓｓｉｖｅモード

Ｐａｓｓｉｖｅモードの設定を変更します。

セキュリティー（ゲートウェイ）

アンサーバック

アンサーバックの設定を変更します。

セキュリティー（ゲートウェイ）

ガラス割れセンサーによる警報

ガラス割れセンサによる警告の設定を変更します。

セキュリティー（ゲートウェイ）

セキュリティーインジケーター

ホーン警告の設定します。

セキュリティー（ゲートウェイ）

ホーン警告

メカキーでのセキュリティー解除の設定を変更します。

セキュリティー（ゲートウェイ）

警告作動時間

警告作動時間の設定を変更します。

セキュリティー（ゲートウェイ）

警告作動遅延時間

警告作動遅延時間の設定を変更します。

セキュリティー（セキュリティー）

Ｐａｓｓｉｖｅモード（セキュリティーシステム）

Ｐａｓｓｉｖｅモード（セキュリティーシステム）の設定を変更します。

セキュリティー（セキュリティー）

ガラス割れセンサーによる警報

ガラス割れセンサによる警告の設定を変更します。

セキュリティー（セキュリティー）

ホーン警告

メカキーでのセキュリティー解除の設定を変更します。

セキュリティー（セキュリティー）

メカニカルキーセキュリティー制御

メカニカルキーセキュリティー制御の設定を変更します。

セキュリティー（セキュリティー）

警告作動遅延時間

警告作動遅延時間の設定を変更します。

セキュリティー（セキュリティー）

侵入センサー

侵入センサーの設定を変更します。

セキュリティー（ボディー）

Ｐａｓｓｉｖｅモード

Ｐａｓｓｉｖｅモードの設定を変更します。

セキュリティー（ボディー）

Ｐａｓｓｉｖｅモード（セキュリティーシステム）

Ｐａｓｓｉｖｅモード（セキュリティーシステム）の設定を変更します。

セキュリティー（ボディー）

アンサーバック

アンサーバックの設定を変更します。

セキュリティー（ボディー）

ウィンドウオープン警告

ウインドウオープン警告の設定を変更します。

セキュリティー（ボディー）

ガラス割れセンサーによる警報

ガラス割れセンサによる警告の設定を変更します。

セキュリティー（ボディー）

スライドルーフオープン警告

セキュリティーインジケーターの設定を変更します。

セキュリティー（ボディー）

セキュリティーインジケーター

ホーン警告の設定します。

セキュリティー（ボディー）

ホーン警告

メカキーでのセキュリティー解除の設定を変更します。

セキュリティー（ボディー）

メカニカルキーセキュリティー制御

メカニカルキーセキュリティー制御の設定を変更します。

セキュリティー（ボディー）

警告作動時間

警告作動時間の設定を変更します。

セキュリティー（ボディー）

警告作動遅延時間

警告作動遅延時間の設定を変更します。

セキュリティー（ボディー）

窓開侵入センサー

窓開侵入センサーの設定を変更します。

セキュリティー（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

Ｐａｓｓｉｖｅモード

Ｐａｓｓｉｖｅモードの設定を変更します。

セキュリティー（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

アンサーバック

アンサーバックの設定を変更します。
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セキュリティー（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

ガラス割れセンサーによる警報

ガラス割れセンサによる警告の設定を変更します。

セキュリティー（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

セキュリティーインジケーター

ホーン警告の設定します。

セキュリティー（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

ホーン警告

メカキーでのセキュリティー解除の設定を変更します。

セキュリティー（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

警告作動時間

警告作動時間の設定を変更します。

セキュリティー（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

警告作動遅延時間

警告作動遅延時間の設定を変更します。

セキュリティー（照合）

Ｐａｓｓｉｖｅモード（セキュリティーシステム）

Ｐａｓｓｉｖｅモード（セキュリティーシステム）の設定を変更します。

セキュリティー（照合）

ガラス割れセンサーによる警報

ガラス割れセンサによる警告の設定を変更します。

セキュリティー（照合）

キーエントリーアラームキャンセル

スライドルーフオープン警告の設定を変更します。

セキュリティー（照合）

ホーン警告

メカキーでのセキュリティー解除の設定を変更します。

セキュリティー（照合）

警告作動遅延時間

警告作動遅延時間の設定を変更します。

その他（Ｄ席シートＳＷ）

タッチパネル応答時間調整（マルチオペレーション）

タッチパネル応答時間調整（マルチオペレーション）の設定を変更します。

その他（Ｄ席ドア）

リバース連動作動ミラー角度（Ｄ席側）

リバース連動作動ミラー角度（Ｄ席側）の設定を変更します。

その他（Ｐ席Ｊ＿Ｂ）

リアサンシェードリバース降下機能

リアサンシェードリバース降下機能の設定を変更します。

その他（Ｐ席Ｊ＿Ｂ）

リアサンシェードリバース降下遅延時間

リアサンシェードリバース降下遅延時間の設定を変更します。

その他（クリアランスソナー）

ＩＣＳ

ＩＣＳ

その他（クリアランスソナー）

ＩＣＳ機能

ＩＣＳの設定を変更します。

その他（クリアランスソナー）

ＩＣＳ停止目安距離

ＩＣＳ停止目安距離のを変更します。

その他（クリアランスソナー）

ＩＰＡ障害物回避距離

ＩＰＡ障害物回避距離を変更します。

その他（クリアランスソナー）

ＩＰＡ制御可能範囲（縦列駐車）

ＩＰＡ制御可能範囲（縦列駐車）の設定を変更します。

その他（クリアランスソナー）

ＩＰＡ制御可能範囲（並列駐車）

ＩＰＡ制御可能範囲（並列駐車）の設定を変更します。

その他（クリアランスソナー）

ＲＣＴＢ機能

ＲＣＴＢ機能の設定を変更します。

その他（ゲートウェイ）

リバース信号出力遅延時間

リバース信号出力遅延時間の設定を変更します。

その他（ボディー）

オートミラー格納復帰

オートミラー格納復帰の設定を変更します。

その他（ボディー）

リアサンシェードリバース降下機能

リアサンシェードリバース降下機能の設定を変更します。

その他（ボディー）

リアシェード遅延時間

リアシェード遅延時間の設定を変更します。

その他（ボディー）

リバース信号出力遅延時間

リバース信号出力遅延時間の設定を変更します。

その他（ボディー）

リバース連動作動ミラー角度

リバース連動作動ミラー角度の設定を変更します。

その他（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

リバース信号出力遅延時間

リバース信号出力遅延時間の設定を変更します。

その他（リアＪ＿Ｂ）

リアサンシェードリバース降下遅延時間

リアサンシェードリバース降下遅延時間の設定を変更します。

その他（リモートエンジンスターター）

エンジン回転数（安定燃焼判定用）

エンジン回転数（安定燃焼判定用）の設定を変更します。

その他（リモートエンジンスターター）

リモートエンジンスタート・ストップ設定（トランクリッドオープン）

リモートエンジンスタート・ストップ（トランクリッドオープン）の設定を変更します。

ディスプレイ（クリアランスソナー）

アプローチディスプレーＯＦＦ

アプローチディスプレーの設定を変更します。

ディスプレイ（クリアランスソナー）

ディスプレイ表示１

ディスプレイ表示を変更します。

ＳＷ状態記憶

ＳＷ状態記憶の設定を変更します。
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ディスプレイ（クリアランスソナー）

ディスプレイ表示２

ディスプレイ表示を変更します。

ディスプレイ（クリアランスソナー）

ディスプレーモード

ディスプレーモードの設定を変更します。

ディスプレイ（メーター）

言語

言語の設定を行います。

ドアロック（ゲートウェイ）

Ｄ席２回操作アンロック

運転席２回操作アンロックの設定を変更します。

ドアロック（ゲートウェイ）

Ｄ席開時アンロック

運転席開時アンロックの設定を変更します。

ドアロック（ゲートウェイ）

シフト・ブレーキ連動ドアロック

シフト・ブレーキ連動ドアロックの設定を変更します。

ドアロック（ゲートウェイ）

シフトブレーキ

シフトブレーキロックの設定を変更します。

ドアロック（ゲートウェイ）

シフト連動ドアアンロック

シフト連動ドアアンロックの設定変更をします。

ドアロック（ゲートウェイ）

シフト連動ドアロック

シフト連動ドアロックの設定変更をします。

ドアロック（ゲートウェイ）

車速オートロック

車速オートロックの設定を変更します。

ドアロック（セキュリティー）

Ｄ席２回操作アンロック

運転席２回操作アンロックの設定を変更します。

ドアロック（セキュリティー）

Ｄ席開時アンロック

運転席開時アンロックの設定を変更します。

ドアロック（セキュリティー）

シフト連動ドアアンロック

シフト連動ドアアンロックの設定変更をします。

ドアロック（セキュリティー）

ダブルロック設定

ダブルロック設定を変更します。

ドアロック（セキュリティー）

車速オートロック（１回）

車速オートロック（１回）の設定を変更します。

ドアロック（ボディー）

Ｄ席２回操作アンロック

運転席２回操作アンロックの設定を変更します。

ドアロック（ボディー）

Ｄ席開時アンロック

運転席開時アンロックの設定を変更します。

ドアロック（ボディー）

キーエントリーアラームキャンセル

スライドルーフオープン警告の設定を変更します。

ドアロック（ボディー）

シフト・ブレーキ連動ドアロック

シフト・ブレーキ連動ドアロックの設定を変更します。

ドアロック（ボディー）

シフトブレーキ

シフトブレーキロックの設定を変更します。

ドアロック（ボディー）

シフト連動ドアアンロック

シフト連動ドアアンロックの設定変更をします。

ドアロック（ボディー）

シフト連動ドアロック

シフト連動ドアロックの設定変更をします。

ドアロック（ボディー）

車速オートロック

車速オートロックの設定を変更します。

ドアロック（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

Ｄ席２回操作アンロック

運転席２回操作アンロックの設定を変更します。

ドアロック（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

Ｄ席開時アンロック

運転席開時アンロックの設定を変更します。

ドアロック（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

シフト・ブレーキ連動ドアロック

シフト・ブレーキ連動ドアロックの設定を変更します。

ドアロック（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

シフトブレーキ

シフトブレーキロックの設定を変更します。

ドアロック（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

シフト連動ドアアンロック

シフト連動ドアアンロックの設定変更をします。

ドアロック（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

シフト連動ドアロック

シフト連動ドアロックの設定変更をします。

ドアロック（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

車速オートロック

車速オートロックの設定を変更します。

パワーウインドウ（Ｄ席ドア）

Ｄ席オートＤＯＷＮ作動

Ｄ席オートＤＯＷＮの設定を変更します。

パワーウインドウ（Ｄ席ドア）

Ｄ席オートＵＰ作動

Ｄ席オートＵＰの設定を変更します。

パワーウインドウ（Ｐ席ドア）

Ｄ席リモートＰ席オートＵＰ作動

運転席のリモート操作で助手席のパワーウインドウをオートＵＰ作動させる設定を変更します。

ロック

ロック

ロック
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パワーウインドウ（Ｐ席ドア）

Ｐ席オートＵＰ作動

助手席パワーウインドウオートＵＰ作動の設定を変更します。

パワーウインドウ（ＲＬ席ドア）

Ｄ席リモートＲＬ席オートＵＰ作動

運転席のリモート操作でＲＬ席のパワーウインドウをオートＵＰ作動させる設定を変更します。

パワーウインドウ（ＲＬ席ドア）

ＲＬ席オートＵＰ作動

ＲＬ席パワーウインドウオートＵＰ作動の設定を変更します。

パワーウインドウ（ＲＲ席ドア）

Ｄ席リモートＲＲ席オートＵＰ作動

運転席のリモート操作でＲＲ席のパワーウインドウをオートＵＰ作動させる設定を変更します。

パワーウインドウ（ＲＲ席ドア）

ＲＲ席オートＵＰ作動

ＲＲ席パワーウインドウオートＵＰ作動の設定を変更します。

パワーウインドウ（ゲートウェイ）

ドアキー連動Ｐ／Ｗアップ

ドアキーと連動したパワーウィンドウアップ機能の設定を変更します。

パワーウインドウ（ゲートウェイ）

ドアキー連動Ｐ／Ｗダウン

ドアキーと連動したパワーウィンドウダウン機能の設定を変更します。

パワーウインドウ（ゲートウェイ）

ワイヤレス連動Ｐ／Ｗアップ

ワイヤレスキーと連動したパワーウインドウアップ機能の設定を変更します。

パワーウインドウ（ゲートウェイ）

ワイヤレス連動Ｐ／Ｗダウン

ワイヤレスキーと連動したパワーウインドウダウン機能の設定を変更します。

パワーウインドウ（セキュリティー）

ドアトリガー

ドアトリガーパワーウインドウ制御の設定を変更します。

パワーウインドウ（バックドア）

ドアキー連動バックドアＰ／Ｗ

アップ

ドアキーと連動したパワーウィンドウアップ機能の設定を変更します。

パワーウインドウ（バックドア）

ドアキー連動バックドアＰ／Ｗ

ダウン

ドアキーと連動したパワーウィンドウダウン機能の設定を変更します。

パワーウインドウ（ボディー）

Ｐ／Ｗ全閉機能

パワーウインドウ全閉機能の設定を変更します。

パワーウインドウ（ボディー）

ドアキー連動Ｐ／Ｗアップ

ドアキーと連動したパワーウィンドウアップ機能の設定を変更します。

パワーウインドウ（ボディー）

ドアキー連動Ｐ／Ｗダウン

ドアキーと連動したパワーウィンドウダウン機能の設定を変更します。

パワーウインドウ（ボディー）

ワイヤレス連動Ｐ／Ｗアップ

ワイヤレスキーと連動したパワーウインドウアップ機能の設定を変更します。

パワーウインドウ（ボディー）

ワイヤレス連動Ｐ／Ｗアップ／スマート

ワイヤレスキーと連動したパワーウインドウアップ／スマート機能の設定を変更します。

パワーウインドウ（ボディー）

ワイヤレス連動Ｐ／Ｗダウン

ワイヤレスキーと連動したパワーウインドウダウン機能の設定を変更します。

パワーウインドウ（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

ドアキー連動Ｐ／Ｗアップ

ドアキーと連動したパワーウィンドウアップ機能の設定を変更します。

パワーウインドウ（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

ドアキー連動Ｐ／Ｗダウン

ドアキーと連動したパワーウィンドウダウン機能の設定を変更します。

パワーウインドウ（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

ワイヤレス連動Ｐ／Ｗアップ

ワイヤレスキーと連動したパワーウインドウアップ機能の設定を変更します。

パワーウインドウ（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

ワイヤレス連動Ｐ／Ｗダウン

ワイヤレスキーと連動したパワーウインドウダウン機能の設定を変更します。

パワーウインドウ（マスターＳＷ）

ドアキー連動Ｐ／Ｗアップ

ドアキーと連動したパワーウィンドウアップ機能の設定を変更します。

パワーウインドウ（マスターＳＷ）

ドアキー連動Ｐ／Ｗダウン

ドアキーと連動したパワーウィンドウダウン機能の設定を変更します。

パワーウインドウ（マスターＳＷ）

ワイヤレス連動Ｐ／Ｗアップ

ワイヤレスキーと連動したパワーウインドウアップ機能の設定を変更します。

パワーウインドウ（マスターＳＷ）

ワイヤレス連動Ｐ／Ｗアップ／スマート

ワイヤレスキーと連動したパワーウインドウアップ／スマート機能の設定を変更します。

パワーウインドウ（マスターＳＷ）

ワイヤレス連動Ｐ／Ｗダウン

ワイヤレスキーと連動したパワーウインドウダウン機能の設定を変更します。

パワーバックドア＿パワースライドドア（ＲＬドア）

ＲＬ＿ＳＷ作動条件

ＲＬ＿ＳＷ作動条件の設定を変更します。

パワーバックドア＿パワースライドドア（ＲＬドア）

ＲＬ作動中ブザー

ＲＬ作動中ブザーの設定を変更します。

パワーバックドア＿パワースライドドア（ＲＬドア）

パワースライドドアブザー音量（ＲＬ）

パワースライドドアブザー音量（ＲＬ）の設定を変更します。

パワーバックドア＿パワースライドドア（ＲＬドア）

ワイヤレスＲＬオープン

ワイヤレスＲＬの設定を変更します。

パワーバックドア＿パワースライドドア（ＲＬドア）

ワイヤレスＳＷ

ワイヤレスＳＷ

パワーバックドア＿パワースライドドア（ＲＬドア）

ワンタッチオープン／クローズＳＷ

Ｐ／Ｗ

制御

ＲＬ作動設定
ＲＬ作動設定

ＲＬ作動の設定を変更します。

ワンタッチオープン／クローズＳＷ

ＲＬ作動の設定を変更します。
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パワーバックドア＿パワースライドドア（ＲＲドア）

ＲＲ＿ＳＷ作動条件

ＲＲ＿ＳＷ作動条件の設定を変更します。

パワーバックドア＿パワースライドドア（ＲＲドア）

ＲＲ作動中ブザー

ＲＲ作動中ブザーの設定を変更します。

パワーバックドア＿パワースライドドア（ＲＲドア）

パワースライドドアブザー音量（ＲＲ）

パワースライドドアブザー音量（ＲＲ）の設定を変更します。

パワーバックドア＿パワースライドドア（ＲＲドア）

ワイヤレスＲＲオープン

ワイヤレスＲＲの設定を変更します。

パワーバックドア＿パワースライドドア（ＲＲドア）

ワイヤレスＳＷ

ワイヤレスＳＷ

パワーバックドア＿パワースライドドア（ＲＲドア）

ワンタッチオープン／クローズＳＷ

パワーバックドア＿パワースライドドア（バックドア）

ＰＢＤオープンアシスト

ＰＢＤオープンアシストの設定を変更します。

パワーバックドア＿パワースライドドア（バックドア）

ＰＢＤクローズアシスト

ＰＢＤクローズアシストの設定を変更します。

パワーバックドア＿パワースライドドア（バックドア）

ＰＢＤスイッチ作動

ＰＢＤスイッチ作動の設定を変更します。

パワーバックドア＿パワースライドドア（バックドア）

ＰＢＤ作動確認ブザー音圧

ＰＢＤ作動確認ブザー音圧の設定を変更します。

パワーバックドア＿パワースライドドア（バックドア）

ＰＢＤ作動中ブザー

ＰＢＤ作動中ブザーの設定を変更します。

パワーバックドア＿パワースライドドア（バックドア）

スマートバックドアパワーウィンドウＯＮ時間

スマートバックドアパワーウィンドウＯＮ時間の設定を変更します。

パワーバックドア＿パワースライドドア（バックドア）

スマートバックドアパワーウィンドウアップ

スマートバックドアパワーウィンドウアップの設定を変更します。

パワーバックドア＿パワースライドドア（バックドア）

スマートバックドアパワーウィンドウダウン

スマートバックドアパワーウィンドウダウンの設定を変更します。

パワーバックドア＿パワースライドドア（バックドア）

バックドアパワーウィンドウアップ（半開き時）

バックドアパワーウィンドウアップ（半開き時）の設定を変更します。

パワーバックドア＿パワースライドドア（バックドア）

ワイヤレスＰＢＤオープン

ワイヤレスＰＢＤの設定を変更します。

メタルトップ

クリソナ連動機能

クリソナ連動の設定を変更します。

メタルトップ

フラッシャリレー音出力

フラッシャリレー音出力の設定を変更します。

メタルトップ

メタルトップ作動速度

メタルトップ作動速度の設定を変更します。

メタルトップ

作動条件

作動条件の設定を変更します。

ユニット（メーター）

ユニット一帯

ユニット一帯の設定を変更します。

ワイパー（ゲートウェイ）

ウォッシャー液だれ防止機能

ウォッシャー液だれ防止機能の設定を変更します。

ワイパー（ゲートウェイ）

リバース連動リアワイパー

リバース連動リアワイパーの設定を変更します。

ワイパー（ゲートウェイ）

ワイパーＬＯ時の停車間欠

ワイパーＬＯ時の停車間欠の設定を変更します。

ワイパー（バックドア）

ウォッシャー液だれ防止機能

ウォッシャー液だれ防止機能の設定を変更します。

ワイパー（バックドア）

リアウォッシャー液だれ防止機能

リアウォッシャー液だれ防止機能の設定を変更します。

ワイパー（バックドア）

リアウォッシャー連動機能

リアウォッシャー連動機能の設定を変更します。

ワイパー（バックドア）

リアワイパーＬＯ時の停車間欠

リアワイパーＬＯ時の停車間欠の設定を変更します。

ワイパー（バックドア）

リアワイパーインターバルスピード

リアワイパーインターバルスピードの設定を変更します。

ワイパー（バックドア）

リアワイパースピード

リアワイパースピードの設定を変更します。

ワイパー（バックドア）

リアワイパー戻りスピード

リアワイパー戻りスピードの設定を変更します。

ワイパー（バックドア）

リバース連動リアワイパー

リバース連動リアワイパーの設定を変更します。

ワイパー（ボディー）

ウォッシャー液だれ防止機能

ウォッシャー液だれ防止機能の設定を変更します。

ＲＲ作動設定
ＲＲ作動設定

ＲＲ作動の設定を変更します。

ワンタッチオープン／クローズＳＷ

ＲＲ作動の設定を変更します。

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2021.06)
システム

項目名
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ワイパー（ボディー）

リバース連動リアワイパー

リバース連動リアワイパーの設定を変更します。

ワイパー（ボディー）

ワイパーＬＯ時の停車間欠

ワイパーＬＯ時の停車間欠の設定を変更します。

ワイパー（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

ウォッシャー液だれ防止機能

ウォッシャー液だれ防止機能の設定を変更します。

ワイパー（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

リバース連動リアワイパー

リバース連動リアワイパーの設定を変更します。

ワイパー（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

ワイパーＬＯ時の停車間欠

ワイパーＬＯ時の停車間欠の設定を変更します。

ワイパー（ワイパー）

アングルモード

アングルモードの設定を変更します。

ワイパー（ワイパー）

ウォッシャー液だれ防止機能

ウォッシャー液だれ防止機能の設定を変更します。

ワイパー（ワイパー）

ウォッシャー液だれ防止機能時間

ウォッシャー液だれ防止機能時間の設定を変更します。

ワイパー（ワイパー）

ワイパーＬＯ時の停車間欠

ワイパーＬＯ時の停車間欠の設定を変更します。

ワイパー（ワイパー）

ワイパースピード

ワイパーのスピードの設定を変更します。

ワイパー（ワイパー）

雨滴感知式オートワイパー

雨滴感知式オートワイパーの設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ゲートウェイ）

２オペレーションロック解除

２オペレーションロック解除の設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ゲートウェイ）

アンロック時室内照明・足元照明

アンロック時の室内照明と足元照明の設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ゲートウェイ）

オートロック時間

オートロック時間の設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ゲートウェイ）

カーファインダー機能

カーファインダー機能の設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ゲートウェイ）

キーレスアンサーバック

キーレスアンサーバックの設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ゲートウェイ）

トランクオープナー

トランクオープナーの設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ゲートウェイ）

パニックアラーム機能

パニックアラーム機能の設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ゲートウェイ）

ワイヤレスガラスハッチ開機能コード選択

ワイヤレスガラスハッチ開機能コード選択の設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ゲートウェイ）

ワイヤレスメインＳＷ

ワイヤレスメインＳＷの設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ゲートウェイ）

作動確認ブザー

作動確認ブザーの設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ゲートウェイ）

作動確認ブザー音量

作動確認ブザー音量の設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ゲートウェイ）

半ドアウォーニング

半ドアウォーニングの設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（セキュリティー）

２オペレーションロック解除

２オペレーションロック解除の設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（セキュリティー）

オートロック遅延時間

オートロックを遅らせて実施する時間の設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（セキュリティー）

キーレスアンサーバック

キーレスアンサーバックの設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（セキュリティー）

トランクオープナー

トランクオープナーの設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（セキュリティー）

パニックアラーム機能

パニックアラーム機能の設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（セキュリティー）

ワイヤレスオートロック

ワイヤレスオートロックの設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（セキュリティー）

ワイヤレスメインＳＷ

ワイヤレスメインＳＷの設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（セキュリティー）

ワイヤレス連動Ｐ／Ｗアップ

ワイヤレスキーと連動したパワーウインドウアップ機能の設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（セキュリティー）

ワイヤレス連動Ｐ／Ｗダウン

ワイヤレスキーと連動したパワーウインドウダウン機能の設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（セキュリティー）

作動確認ブザー音量

作動確認ブザー音量の設定を変更します。

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2021.06)
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ワイヤレスドアロック（セキュリティー）

半ドアウォーニング

半ドアウォーニングの設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ボディー）

２オペレーションロック解除

２オペレーションロック解除の設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ボディー）

アンロック時室内照明・足元照明

アンロック時の室内照明と足元照明の設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ボディー）

オートロック時間

オートロック時間の設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ボディー）

カーファインダー機能

カーファインダー機能の設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ボディー）

キーレスアンサーバック

キーレスアンサーバックの設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ボディー）

トランクオープナー

トランクオープナーの設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ボディー）

パニックアラーム機能

パニックアラーム機能の設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ボディー）

ワイヤレスウィンドウブザー

ワイヤレスウィンドウブザーの設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ボディー）

ワイヤレスオートロック

ワイヤレスオートロックの設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ボディー）

ワイヤレスガラスハッチ開機能コード選択

ワイヤレスガラスハッチ開機能コード選択の設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ボディー）

ワイヤレスメインＳＷ

ワイヤレスメインＳＷの設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ボディー）

作動確認ブザー

作動確認ブザーの設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ボディー）

作動確認ブザー音量

作動確認ブザー音量の設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ボディー）

半ドアウォーニング

半ドアウォーニングの設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

２オペレーションロック解除

２オペレーションロック解除の設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

アンロック時室内照明・足元照明

アンロック時の室内照明と足元照明の設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

オートロック時間

オートロック時間の設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

カーファインダー機能

カーファインダー機能の設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

キーレスアンサーバック

キーレスアンサーバックの設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

トランクオープナー

トランクオープナーの設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

パニックアラーム機能

パニックアラーム機能の設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

ワイヤレスガラスハッチ開機能コード選択

ワイヤレスガラスハッチ開機能コード選択の設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

ワイヤレスメインＳＷ

ワイヤレスメインＳＷの設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

作動確認ブザー

作動確認ブザーの設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

作動確認ブザー音量

作動確認ブザー音量の設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（ボディーサブ＿Ｄ席Ｊ＿Ｂ）

半ドアウォーニング

半ドアウォーニングの設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（照合）

パニックアラーム機能

パニックアラーム機能の設定を変更します。

ワイヤレスドアロック（照合）

作動確認ブザー音量

作動確認ブザー音量の設定を変更します。

