
●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2021.10)
システム 項目名 説明

 ｲﾙﾐ(P席J_B)  ｱﾝﾛｯｸ時ﾄﾞｰﾑﾗﾝﾌﾟ点灯 ｱﾝﾛｯｸ時ﾄﾞｰﾑﾗﾝﾌﾟ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)  ｻｲﾄﾞﾐﾗｰ足元照明 ｻｲﾄﾞ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)  ｼﾌﾄﾗﾝﾌﾟ制御 ｼﾌﾄﾗﾝﾌﾟ制御の設定を変更します｡

 ｲﾙﾐ(P席J_B)  ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟ制御 ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟ制御の設定を変更します｡

 ｲﾙﾐ(P席J_B)  ﾄﾞｰﾑﾗﾝﾌﾟ点灯時間 ﾄﾞｰﾑﾗﾝﾌﾟ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)  ﾙｰﾑﾗﾝﾌﾟ点灯ACC OFF ﾙｰﾑﾗﾝﾌﾟ点灯ACC OFFの設定を変更します｡

 ｲﾙﾐ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  I/L ACC OFF I/L ACC OFFの設定を変更します｡

 ｲﾙﾐ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  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(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  I/L ｵﾝW/ﾄﾞｱｷｰｱﾝﾛｯｸ I/L ｵﾝW/ﾄﾞｱｷｰｱﾝﾛｯｸの設定を変更します｡

 ｲﾙﾐ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  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(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  ﾊﾞｯﾃﾘｰｾｰﾊﾞｰ ﾊﾞｯﾃﾘｰｾｰﾊﾞｰの設定を変更します｡

 ｲﾙﾐ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  ﾗｲﾄ制御 ﾗｲﾄ制御の設定を変更します｡

 ｲﾙﾐ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  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(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  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(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ACC OFFｼｰﾄﾍﾞﾙﾄﾊﾞｯｸﾙ点灯 ACC OFFｼｰﾄﾍﾞﾙﾄﾊﾞｯｸﾙ点灯の設定を変更します｡

 ｲﾙﾐ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  Dﾄﾞｱｱﾝﾛｯｸ時ｽﾃｯﾌﾟ照明 Dﾄﾞｱｱﾝﾛｯｸ時ｽﾃｯﾌﾟ照明の設定を変更します｡

 ｲﾙﾐ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  I/L ACC OFF I/L ACC OFFの設定を変更します｡

 ｲﾙﾐ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  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(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  I/L ｵﾝW/ﾄﾞｱｷｰｱﾝﾛｯｸ I/L ｵﾝW/ﾄﾞｱｷｰｱﾝﾛｯｸの設定を変更します｡

 ｲﾙﾐ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ設定 ｱﾄﾞﾊﾞ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(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ｱﾝﾛｯｸ(D席SW)時外側ﾄﾞｱ手元照明 ｱﾝﾛｯｸ(D席SW)時外側ﾄﾞｱ手元照明の設定を変更します｡

 ｲﾙﾐ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ｱﾝﾛｯｸ時(D席SW)ｻｲﾄﾞﾐﾗｰ足元照明 ｱﾝﾛｯｸ時(D席SW)ｻｲﾄﾞﾐﾗｰ足元照明の設定を変更します｡

 ｲﾙﾐ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ｱﾝﾛｯｸ時ｻｲﾄﾞﾐﾗｰ足元照明 ｱﾝﾛｯｸ時ｻｲﾄﾞﾐﾗｰ足元照明の設定を変更します｡

 ｲﾙﾐ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ｱﾝﾛｯｸ時外側ﾄﾞｱ手元照明 ｱﾝﾛｯｸ時外側ﾄﾞｱ手元照明の設定を変更します｡

 ｲﾙﾐ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  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(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ｲﾝﾃﾘｱｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝﾗﾝﾌﾟ ｲﾝﾃﾘｱｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝﾗﾝﾌﾟの設定を変更します｡

 ｲﾙﾐ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ｲﾝﾃﾘｱﾗﾝﾌﾟｺﾝﾄﾛｰﾙ ｲﾝﾃﾘｱﾗﾝﾌﾟｺﾝﾄﾛｰﾙの設定を変更します｡

 ｲﾙﾐ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ｽﾃｯﾌﾟﾗﾝﾌﾟ点灯時間 ｽﾃｯﾌﾟﾗﾝﾌﾟ点灯時間の設定を変更します｡

 ｲﾙﾐ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ｽﾏｰﾄｷｰ検知時ｽﾃｯﾌﾟ照明 ｽﾏｰﾄｷｰ検知時ｽﾃｯﾌﾟ照明の設定を変更します｡

 ｲﾙﾐ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ｾﾝﾀｰｺﾝｿｰﾙｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ ｾﾝﾀｰｺﾝｿｰﾙｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄの設定を変更します｡
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 ｲﾙﾐ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ﾄﾞｱ開時ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄﾊﾞｯｸﾙ点灯 ﾄﾞｱ開時ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄﾊﾞｯｸﾙ点灯の設定を変更します｡

 ｲﾙﾐ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ﾄﾞｱ開時ｽﾃｯﾌﾟ照明 ﾄﾞｱ開時ｽﾃｯﾌﾟ照明の設定を変更します｡

 ｲﾙﾐ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ﾊﾞｯﾃﾘｰｾｰﾊﾞｰ ﾊﾞｯﾃﾘｰｾｰﾊﾞｰの設定を変更します｡

 ｲﾙﾐ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  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(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ﾗｲﾄ制御 ﾗｲﾄ制御の設定を変更します｡

 ｲﾙﾐ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  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(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱｱﾝﾛｯｸ時ｽﾃｯﾌﾟ照明 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱｱﾝﾛｯｸ時ｽﾃｯﾌﾟ照明の設定を変更します｡

 ｲﾙﾐ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  室外照明点灯 室外照明点灯の設定を変更します｡

 ｲﾙﾐ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  接近時ｻｲﾄﾞﾐﾗｰ足元照明 接近時ｻｲﾄﾞﾐﾗｰ足元照明の設定を変更します｡

 ｲﾙﾐ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  接近時ﾄﾞｰﾑﾗﾝﾌﾟ点灯 接近時ﾄﾞｰﾑﾗﾝﾌﾟ点灯の設定を変更します｡

 ｲﾙﾐ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  接近時外側ﾄﾞｱ手元照明 接近時外側ﾄﾞｱ手元照明の設定を変更します｡

 ｲﾙﾐ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  足元灯設定 足元灯の設定を変更します｡

 ｲﾙﾐ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  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(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_D席J_B)  I/L ACC OFF I/L ACC OFFの設定を変更します｡

 ｲﾙﾐ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_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(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_D席J_B)  I/L ｵﾝW/ﾄﾞｱｷｰｱﾝﾛｯｸ I/L ｵﾝW/ﾄﾞｱｷｰｱﾝﾛｯｸの設定を変更します｡

 ｲﾙﾐ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_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(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_D席J_B)  ﾊﾞｯﾃﾘｰｾｰﾊﾞｰ ﾊﾞｯﾃﾘｰｾｰﾊﾞｰの設定を変更します｡

 ｲﾙﾐ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_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(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_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｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(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｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ｸﾘｱﾗﾝｽｿﾅｰ)  3秒同感知字ﾌﾞｻﾞｰ吹鳴 3秒同感知字ﾌﾞｻﾞｰ吹鳴の設定を変更します｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ｸﾘｱﾗﾝｽｿﾅｰ)  Fr/Rrﾌﾞｻﾞｰ音量 Fr/Rrﾌﾞｻﾞｰ音量の設定を変更します｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ｸﾘｱﾗﾝｽｿﾅｰ)  Fr/Rrﾌﾞｻﾞｰ頻度 Fr/Rrﾌﾞｻﾞｰ頻度の設定を変更します｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ｸﾘｱﾗﾝｽｿﾅｰ)  Frｾﾝｻｰｵﾝｾｯﾄﾚﾝｼﾞ Frｾﾝｻｰｵﾝｾｯﾄﾚﾝｼﾞの設定を変更します｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ｸﾘｱﾗﾝｽｿﾅｰ)  Rrｾﾝｻｰｵﾝｾｯﾄﾚﾝｼﾞ Rrｾﾝｻｰｵﾝｾｯﾄﾚﾝｼﾞの設定を変更します｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ｸﾘｱﾗﾝｽｿﾅｰ)  ｷｰﾌﾟｾﾝｽﾌﾞｻﾞｰ ｷｰﾌﾟｾﾝｽﾌﾞｻﾞｰの設定を変更します｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ｸﾘｱﾗﾝｽｿﾅｰ)  ｻｲﾄﾞｾﾝｻｰ報知機能 ｻｲﾄﾞｾﾝｻｰ報知機能の設定を変更します｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ｸﾘｱﾗﾝｽｿﾅｰ)  ｻｲﾄﾞｾﾝｻｰ報知距離 ｻｲﾄﾞｾﾝｻｰ報知距離の設定を変更します｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ｸﾘｱﾗﾝｽｿﾅｰ)  ﾊﾞｯｸｾﾝｻｰ報知距離 ﾊﾞｯｸｾﾝｻｰ報知距離の設定を変更します｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ｸﾘｱﾗﾝｽｿﾅｰ)  ﾌﾛﾝﾄ&ﾘｱﾌﾞｻﾞｰ周波数 ﾌﾛﾝﾄ&ﾘｱﾌﾞｻﾞｰ周波数の設定を変更します｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(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｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(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｡



●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2021.10)
システム 項目名 説明

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(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｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ｸﾘｱﾗﾝｽｿﾅｰ)  警告ﾚﾝｼﾞ(ﾌﾛﾝﾄ) 警告ﾚﾝｼﾞ(ﾌﾛﾝﾄ)の設定を変更します｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ｸﾘｱﾗﾝｽｿﾅｰ)  警告ﾚﾝｼﾞ(ﾘｱ) 警告ﾚﾝｼﾞ(ﾘｱ)の設定を変更します｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ｸﾘｱﾗﾝｽｿﾅｰ)  撤退ﾌﾞｻﾞｰ音量 撤退ﾌﾞｻﾞｰ音量の設定を変更します｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  ｷｰ抜き忘れｳｫｰﾆﾝｸﾞ周期 ｷｰ抜き忘れｳｫｰﾆﾝｸﾞ周期の設定を変更します｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  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｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ警告 ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ警告の設定を変更します｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  ﾃｰﾙ消し忘れｳｫｰﾆﾝｸﾞ ﾗｲﾄ消し忘れ時の設定を変更します

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ｾｷｭﾘﾃｨｰ)  PUSH OFF時のｷｰ忘れ PUSH OFF時のｷｰ忘れの設定を変更します｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ｾｷｭﾘﾃｨｰ)  ｴﾝｼﾞﾝSW切り忘れ1 ｴﾝｼﾞﾝSW切り忘れ1の設定を変更します｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ｾｷｭﾘﾃｨｰ)  ｴﾝｼﾞﾝSW切り忘れ2 ｴﾝｼﾞﾝSW切り忘れ2の設定を変更します｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ｾｷｭﾘﾃｨｰ)  ｴﾝｼﾞﾝSW切り忘れ3 ｴﾝｼﾞﾝSW切り忘れ3の設定を変更します｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ｾｷｭﾘﾃｨｰ)  ｴﾝｼﾞﾝSW切り忘れ4 ｴﾝｼﾞﾝSW切り忘れ4の設定を変更します｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ｾｷｭﾘﾃｨｰ)  ｷｰﾊﾞｯﾃﾘｰ残量低下警告 ｷｰﾊﾞｯﾃﾘｰ残量低下警告の設定を変更します｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(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｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(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｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ｾｷｭﾘﾃｨｰ)  ｷｰ持ち出し時のﾌﾞｻﾞｰ回数 ｷｰ持ち出し時のﾌﾞｻﾞｰ回数の設定を変更します｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ｾｷｭﾘﾃｨｰ)  ｽﾏｰﾄ警報時のﾌﾞｻﾞｰ音圧 ｽﾏｰﾄ警報時のﾌﾞｻﾞｰ音圧の設定を変更します｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ｾｷｭﾘﾃｨｰ)  ﾄﾞｱ開/閉ﾌﾞｻﾞｰ ﾄﾞｱ開/閉ﾌﾞｻﾞｰの設定を変更します｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ｾｷｭﾘﾃｨｰ)  ﾊｰﾌﾛｯｸﾌﾞｻﾞｰ ﾊｰﾌﾛｯｸﾌﾞｻﾞｰの設定を変更します｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ｷｰ抜き忘れｳｫｰﾆﾝｸﾞ周期 ｷｰ抜き忘れｳｫｰﾆﾝｸﾞ周期の設定を変更します｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  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｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ警告 ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ警告の設定を変更します｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ﾃｰﾙ消し忘れｳｫｰﾆﾝｸﾞ ﾗｲﾄ消し忘れ時の設定を変更します

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_D席J_B)  ｷｰ抜き忘れｳｫｰﾆﾝｸﾞ周期 ｷｰ抜き忘れｳｫｰﾆﾝｸﾞ周期の設定を変更します｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_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｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_D席J_B)  ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ警告 ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ警告の設定を変更します｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_D席J_B)  ﾃｰﾙ消し忘れｳｫｰﾆﾝｸﾞ ﾗｲﾄ消し忘れ時の設定を変更します

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(ﾒｰﾀｰ)  ｷｰ抜き忘れｳｫｰﾆﾝｸﾞ周期 ｷｰ抜き忘れｳｫｰﾆﾝｸﾞ周期の設定を変更します｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(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｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(照合)  IG OFF忘れ警報 IG OFF忘れ警報の設定を変更します｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(照合)  ｴﾝｼﾞﾝSW切り忘れ警報 ｴﾝｼﾞﾝSW切り忘れ警報の設定を変更します｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(照合)  ｷｰﾊﾞｯﾃﾘｰ残量低下警告 ｷｰﾊﾞｯﾃﾘｰ残量低下警告の設定を変更します｡



●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2021.10)
システム 項目名 説明

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(照合)  ｷｰ持ち出し警報(Pﾚﾝｼﾞ) ｷｰ持ち出し警報(Pﾚﾝｼﾞ)の設定を変更します｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(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｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(照合)  ｷｰ持ち出し時のﾌﾞｻﾞｰ回数 ｷｰ持ち出し時のﾌﾞｻﾞｰ回数の設定を変更します｡

 ｳｫｰﾆﾝｸﾞ(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)  ｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀｰ制御 ｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀｰ制御の設定を変更します｡

 ｴｱｺﾝ(ｴｱｺﾝ)  ｺﾝﾌﾟAuto連動

 ｴｱｺﾝ(ｴｱｺﾝ)  ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ/吸気ﾃﾞﾌｫｯｶﾞｰ作動 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ/吸気ﾃﾞﾌｫｯｶﾞｰ作動の設定を変更します｡

 ｴｱｺﾝ(ｴｱｺﾝ)  ｽｲﾝｸﾞﾚｼﾞｽﾀｵｰﾄﾓｰﾄﾞ

 ｴｱｺﾝ(ｴｱｺﾝ)  ﾀﾞﾝﾊﾟﾓｰﾀｲﾆｼｬﾗｲｽﾞ ﾀﾞﾝﾊﾟﾓｰﾀｲﾆｼｬﾗｲｽﾞ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)  排ｶﾞｽｾﾝｻｰ感度ｼﾌﾄ値 排ｶﾞｽｾﾝｻｰ感度ｼﾌﾄ値の設定を変更します｡

 ｴｱｺﾝ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ﾌﾟﾚ空調起動操作 ﾌﾟﾚ空調起動操作の設定を変更します｡

 ｴｱｺﾝ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ﾌﾟﾚ空調停止操作 ﾌﾟﾚ空調停止操作の設定を変更します｡

 ｴｱｺﾝ(ﾘﾓｰﾄｴﾝｼﾞﾝｽﾀｰﾀｰ)  ｴｱｺﾝﾓｰﾄﾞｽｲｯﾁ ｴｱｺﾝﾓｰﾄﾞｽｲｯﾁの設定を変更します｡

 ｴｱｺﾝ(ﾘﾓｰﾄｴﾝｼﾞﾝｽﾀｰﾀｰ)  ｴｱｺﾝ制御ﾓｰﾄﾞ切替 ｴｱｺﾝﾓｰﾄﾞを変更します｡

 ｴｱｺﾝ(ﾘﾓｰﾄｴﾝｼﾞﾝｽﾀｰﾀｰ)  ﾃﾞﾌｫｯｶﾞｰｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾃﾞﾌｫｯｶﾞｰｺﾝﾄﾛｰﾙの設定を変更します｡

 ｴｱｺﾝ(ﾘﾓｰﾄｴﾝｼﾞﾝｽﾀｰﾀｰ)  暖機時間設定 暖機時間の設定を変更します｡

 ｴｱｺﾝ(ﾘﾓｰﾄｴﾝｼﾞﾝｽﾀｰﾀｰ)  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ﾚﾝｼﾞ) Fr作動ｾﾝｻｰ(Rﾚﾝｼﾞ)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ﾚﾝｼﾞ) Fr作動ｾﾝｻｰ(Rﾚﾝｼﾞ)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ﾚﾝｼﾞ) Fr作動ｾﾝｻｰ(Rﾚﾝｼﾞ)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ﾚﾝｼﾞ) Fr作動ｾﾝｻｰ(Rﾚﾝｼﾞ)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ﾚﾝｼﾞ作動条件 Nﾚﾝｼﾞ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)  ｿﾅｰﾓｰﾄﾞ ｿﾅｰﾓｰﾄﾞ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席ﾄﾞｱ)  足元ﾗﾝﾌﾟ設定(D席) 足元ﾗﾝﾌﾟ(D席)の設定を変更します｡



●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2021.10)
システム 項目名 説明

 ｺﾝﾗｲﾄ(D席ﾄﾞｱ)  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)  足元ﾗﾝﾌﾟ設定(P席) 足元ﾗﾝﾌﾟ(P席)の設定を変更します｡

 ｺﾝﾗｲﾄ(P席ﾄﾞｱ)  足元ﾗﾝﾌﾟ設定(P席) 足元ﾗﾝﾌﾟ(P席)の設定を変更します｡

 ｺﾝﾗｲﾄ(R席ﾐﾗｰ)  足元ﾗﾝﾌﾟ設定(D席) 足元ﾗﾝﾌﾟ(D席)の設定を変更します｡

 ｺﾝﾗｲﾄ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  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(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  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(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  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(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ減光開始ﾚﾍﾞﾙ ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ減光開始ﾚﾍﾞﾙの設定を変更します｡

 ｺﾝﾗｲﾄ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ減光復帰ﾚﾍﾞﾙ ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ減光復帰ﾚﾍﾞﾙの設定を変更します｡

 ｺﾝﾗｲﾄ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  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(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  制御ﾀｲﾌﾟ切替え 制御ﾀｲﾌﾟ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ﾌﾟ ﾗｲﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾀｲﾌﾟの設定を変更します｡

 ｺﾝﾗｲﾄ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  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(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ｱﾝﾛｯｸ時ｸﾘｱﾗﾝｽﾗﾝﾌﾟ点灯 ｱﾝﾛｯｸ時ｸﾘｱﾗﾝｽﾗﾝﾌﾟ点灯の設定を変更します｡

 ｺﾝﾗｲﾄ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ｵｰﾄﾏﾁｯｸﾊｲﾋﾞｰﾑ ｵｰﾄﾏﾁｯｸﾊｲﾋﾞｰﾑの設定を変更します｡

 ｺﾝﾗｲﾄ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  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(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  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(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ減光開始ﾚﾍﾞﾙ ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ減光開始ﾚﾍﾞﾙの設定を変更します｡

 ｺﾝﾗｲﾄ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ減光復帰ﾚﾍﾞﾙ ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ減光復帰ﾚﾍﾞﾙの設定を変更します｡

 ｺﾝﾗｲﾄ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ﾃﾞｲﾗｲﾄ機能 ﾃﾞｲﾗｲﾄ機能の設定を変更します｡

 ｺﾝﾗｲﾄ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  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(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  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(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  制御ﾀｲﾌﾟ切替え 制御ﾀｲﾌﾟ切替えの設定を変更します｡

 ｺﾝﾗｲﾄ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  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(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_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(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_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(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_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(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_D席J_B)  ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ減光開始ﾚﾍﾞﾙ ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ減光開始ﾚﾍﾞﾙの設定を変更します｡

 ｺﾝﾗｲﾄ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_D席J_B)  ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ減光復帰ﾚﾍﾞﾙ ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ減光復帰ﾚﾍﾞﾙの設定を変更します｡

 ｺﾝﾗｲﾄ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_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(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_D席J_B)  制御ﾀｲﾌﾟ切替え 制御ﾀｲﾌﾟ切替えの設定を変更します｡

 ｼｰﾄ(D席ｼｰﾄ)  ｽﾗｲﾄﾞ連動ｸｯｼｮﾝ長 ｽﾗｲﾄﾞ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)  ｽﾗｲﾄﾞ連動ﾍｯﾄﾞﾚｽﾄ ｽﾗｲﾄﾞ連動ﾍｯﾄﾞﾚｽﾄの設定を変更します｡

 ｼｰﾄ(D席ｼｰﾄ)  ﾍｯﾄﾞﾚｽﾄ制御 ﾍｯﾄﾞ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 ｻｲﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ作動 ﾘﾀｰﾝｱｳｪｲ ｻｲﾄﾞｻﾎﾟ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 ﾍﾟﾙﾋﾞｽ作動 ﾘﾀｰﾝｱｳｪｲ ﾍﾟﾙﾋﾞ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 ﾗﾝﾊﾞ前後作動 ﾘﾀｰﾝｱｳｪｲ ﾗﾝﾊﾞ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ｱﾝﾄﾞAｵｯﾄﾏﾝ操作 Rｱﾝﾄﾞ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 ｻｲﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ作動 ﾘﾀｰﾝｱｳｪｲ ｻｲﾄﾞｻﾎﾟ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 ﾍﾟﾙﾋﾞｽ作動 ﾘﾀｰﾝｱｳｪｲ ﾍﾟﾙﾋﾞ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 ﾗﾝﾊﾞｰ前後作動 ﾘﾀｰﾝｱｳｪｲ ﾗﾝﾊﾞ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(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  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)  ｽﾏｰﾄｲｸﾞﾆｯｼｮﾝ ｽﾏｰﾄｲｸﾞ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)  ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ待ち時間 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ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(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ﾒﾓﾘｰｺｰﾙ作動ﾄﾞｱ ﾒﾓﾘｰｺｰﾙ作動ﾄﾞ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予約ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾐﾝｸﾞ調整 PSD予約ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾐﾝｸﾞ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予約ｵｰﾌﾟﾝ機能 PSD予約ｵｰﾌﾟ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)  ｴﾝｼﾞﾝｽﾀｰﾄｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ ｴﾝｼﾞﾝｽﾀｰﾄｲﾝｼﾞ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ﾄﾞ

 ｽﾏｰﾄｴﾝﾄﾘｰ_ｽﾀｰﾄ(照合)  ｽﾏｰﾄｲｸﾞﾆｯｼｮﾝ ｽﾏｰﾄｲｸﾞ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)  ｽﾏｰﾄｶﾞﾗｽﾊｯﾁ ｽﾏｰﾄｶﾞ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)  ｽﾏｰﾄﾊﾞｯｸﾄﾞｱ ｽﾏｰﾄﾊﾞｯｸﾄﾞ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)  ﾀﾞﾌﾞﾙﾄﾞｱｱﾝﾛｯｸ設定 ﾀﾞﾌﾞﾙﾄﾞ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)  ﾀﾞﾌﾞﾙﾄﾞｱﾛｯｸ時間調整 ﾀﾞﾌﾞﾙﾄﾞ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)  ﾄﾗﾝｸｵｰﾌﾟﾝﾓｰﾄﾞ ﾄﾗﾝｸｵｰﾌﾟﾝﾓｰﾄﾞ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)  作動確認ﾌﾞｻﾞｰ音量 作動確認ﾌﾞｻﾞ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

 ｽﾗｲﾄﾞﾙｰﾌ  ﾄﾞｱｷｰ連動ｵｰﾌﾟﾝ ﾄﾞｱｷｰ連動ｵｰﾌﾟﾝの設定を変更します｡

 ｽﾗｲﾄﾞﾙｰﾌ  ﾄﾞｱｷｰ連動ｸﾛｰｽﾞ ﾄﾞｱｷｰ連動ｸﾛｰｽﾞの設定を変更します｡

 ｽﾗｲﾄﾞﾙｰﾌ  ﾄﾞｱｷｰ連動操作 ﾄﾞ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 2021.10)
システム 項目名 説明

 ｽﾗｲﾄﾞﾙｰﾌ  ﾄﾞｱﾊﾝﾄﾞﾙﾛｯｸﾎﾞﾀﾝ ﾄﾞｱﾊﾝﾄﾞﾙﾛｯｸﾎﾞﾀﾝの設定を変更します｡

 ｽﾗｲﾄﾞﾙｰﾌ  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｡

 ｽﾗｲﾄﾞﾙｰﾌ  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｡

 ｽﾗｲﾄﾞﾙｰﾌ  ﾜｲﾔﾚｽｵｰﾌﾟﾝ ﾜｲﾔﾚｽｵｰﾌﾟﾝの設定を変更します｡

 ｽﾗｲﾄﾞﾙｰﾌ  ﾜｲﾔﾚｽｸﾛｰｽﾞ ﾜｲﾔﾚｽｸﾛｰｽﾞの設定を変更します｡

 ｽﾗｲﾄﾞﾙｰﾌ  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(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  Passiveﾓｰﾄﾞ Passiveﾓｰﾄﾞの設定を変更します｡

 ｾｷｭﾘﾃｨｰ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  ｱﾝｻｰﾊﾞｯｸ ｱﾝｻｰﾊﾞｯｸの設定を変更します｡

 ｾｷｭﾘﾃｨｰ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  ｶﾞﾗｽ割れｾﾝｻｰによる警報 ｶﾞ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(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  ｾｷｭﾘﾃｨｰｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ ﾎｰﾝ警告の設定します｡

 ｾｷｭﾘﾃｨｰ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  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(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  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(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  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ﾓｰﾄﾞ(ｾｷｭﾘﾃｨｰｼｽﾃﾑ) Passiveﾓｰﾄﾞ(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)  ｶﾞﾗｽ割れｾﾝｻｰによる警報 ｶﾞ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(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  Passiveﾓｰﾄﾞ Passiveﾓｰﾄﾞの設定を変更します｡

 ｾｷｭﾘﾃｨｰ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  Passiveﾓｰﾄﾞ(ｾｷｭﾘﾃｨｰｼｽﾃﾑ) Passiveﾓｰﾄﾞ(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(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ｱﾝｻｰﾊﾞｯｸ ｱﾝｻｰﾊﾞｯｸの設定を変更します｡

 ｾｷｭﾘﾃｨｰ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ｳｨﾝﾄﾞｳｵｰﾌﾟﾝ警告 ｳｲﾝﾄﾞｳｵｰﾌﾟﾝ警告の設定を変更します｡

 ｾｷｭﾘﾃｨｰ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ｶﾞﾗｽ割れｾﾝｻｰによる警報 ｶﾞ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(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ｽﾗｲﾄﾞﾙｰﾌｵｰﾌﾟﾝ警告 ｾｷｭﾘﾃｨｰｲﾝｼﾞｹｰﾀｰの設定を変更します｡

 ｾｷｭﾘﾃｨｰ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ｾｷｭﾘﾃｨｰｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ ﾎｰﾝ警告の設定します｡

 ｾｷｭﾘﾃｨｰ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  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(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  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(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  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(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  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(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  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(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_D席J_B)  Passiveﾓｰﾄﾞ Passiveﾓｰﾄﾞの設定を変更します｡

 ｾｷｭﾘﾃｨｰ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_D席J_B)  ｱﾝｻｰﾊﾞｯｸ ｱﾝｻｰﾊﾞｯｸの設定を変更します｡



●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2021.10)
システム 項目名 説明

 ｾｷｭﾘﾃｨｰ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_D席J_B)  ｶﾞﾗｽ割れｾﾝｻｰによる警報 ｶﾞ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(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_D席J_B)  ｾｷｭﾘﾃｨｰｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ ﾎｰﾝ警告の設定します｡

 ｾｷｭﾘﾃｨｰ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_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(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_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(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_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ﾓｰﾄﾞ(ｾｷｭﾘﾃｨｰｼｽﾃﾑ) Passiveﾓｰﾄﾞ(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)  ｶﾞﾗｽ割れｾﾝｻｰによる警報 ｶﾞ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 ｽﾗｲﾄﾞﾙｰﾌｵｰﾌﾟ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)  ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ応答時間調整(ﾏﾙﾁｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ) ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ応答時間調整(ﾏﾙﾁｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ)の設定を変更します｡

 その他(D席ﾄﾞｱ)  ﾘﾊﾞｰｽ連動作動ﾐﾗｰ角度(D席側) ﾘﾊﾞ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)  ﾘｱｻﾝｼｪｰﾄﾞﾘﾊﾞｰｽ降下機能 ﾘｱｻﾝｼｪｰﾄﾞﾘﾊﾞｰｽ降下機能の設定を変更します｡

 その他(P席J_B)  ﾘｱｻﾝｼｪｰﾄﾞﾘﾊﾞｰｽ降下遅延時間 ﾘｱｻﾝｼｪｰﾄﾞﾘﾊﾞ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 SW状態記憶 ICS SW状態記憶の設定を変更します｡

 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(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  ﾘﾊﾞｰｽ信号出力遅延時間 ﾘﾊﾞｰｽ信号出力遅延時間の設定を変更します｡

 その他(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  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(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ﾘｱｻﾝｼｪｰﾄﾞﾘﾊﾞｰｽ降下機能 ﾘｱｻﾝｼｪｰﾄﾞﾘﾊﾞｰｽ降下機能の設定を変更します｡

 その他(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ﾘｱｼｪｰﾄﾞ遅延時間 ﾘｱｼｪｰﾄﾞ遅延時間の設定を変更します｡

 その他(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ﾘﾊﾞｰｽ信号出力遅延時間 ﾘﾊﾞｰｽ信号出力遅延時間の設定を変更します｡

 その他(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ﾘﾊﾞｰｽ連動作動ﾐﾗｰ角度 ﾘﾊﾞｰｽ連動作動ﾐﾗｰ角度の設定を変更します｡

 その他(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_D席J_B)  ﾘﾊﾞｰｽ信号出力遅延時間 ﾘﾊﾞ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)  ﾘｱｻﾝｼｪｰﾄﾞﾘﾊﾞｰｽ降下遅延時間 ﾘｱｻﾝｼｪｰﾄﾞﾘﾊﾞｰｽ降下遅延時間の設定を変更します｡

 その他(ﾘﾓｰﾄｴﾝｼﾞﾝｽﾀｰﾀｰ)  ｴﾝｼﾞﾝ回転数(安定燃焼判定用) ｴﾝｼﾞﾝ回転数(安定燃焼判定用)の設定を変更します｡

 その他(ﾘﾓｰﾄｴﾝｼﾞﾝｽﾀｰﾀｰ)  ﾘﾓｰﾄｴﾝｼﾞﾝｽﾀｰﾄ･ｽﾄｯﾌﾟ設定(ﾄﾗﾝｸﾘｯﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ) ﾘﾓｰﾄｴﾝｼﾞﾝｽﾀｰﾄ･ｽﾄｯﾌﾟ(ﾄﾗﾝｸﾘｯﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ)の設定を変更します｡

 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ(ｸﾘｱﾗﾝｽｿﾅｰ)  ｱﾌﾟﾛｰﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰOFF ｱﾌﾟﾛｰﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰの設定を変更します｡

 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ(ｸﾘｱﾗﾝｽｿﾅｰ)  ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ表示1 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ表示を変更します｡
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システム 項目名 説明

 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ(ｸﾘｱﾗﾝｽｿﾅｰ)  ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ表示2 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ表示を変更します｡

 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ(ｸﾘｱﾗﾝｽｿﾅｰ)  ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰﾓｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰﾓｰﾄﾞの設定を変更します｡

 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ(ﾒｰﾀｰ)  言語 言語の設定を行います｡

 ﾄﾞｱﾛｯｸ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  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｡

 ﾄﾞｱﾛｯｸ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  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｡

 ﾄﾞｱﾛｯｸ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  ｼﾌﾄ･ﾌﾞﾚｰｷ連動ﾄﾞｱﾛｯｸ ｼﾌﾄ･ﾌﾞﾚｰｷ連動ﾄﾞｱﾛｯｸの設定を変更します｡

 ﾄﾞｱﾛｯｸ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  ｼﾌﾄﾌﾞﾚｰｷ ﾛｯｸ ｼﾌﾄﾌﾞﾚｰｷﾛｯｸの設定を変更します｡

 ﾄﾞｱﾛｯｸ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  ｼﾌﾄ連動ﾄﾞｱｱﾝﾛｯｸ ｼﾌﾄ連動ﾄﾞｱｱﾝﾛｯｸの設定変更をします｡

 ﾄﾞｱﾛｯｸ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  ｼﾌﾄ連動ﾄﾞｱﾛｯｸ ｼﾌﾄ連動ﾄﾞｱﾛｯｸの設定変更をします｡

 ﾄﾞｱﾛｯｸ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  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｡

 ﾄﾞｱﾛｯｸ(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｡

 ﾄﾞｱﾛｯｸ(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｡

 ﾄﾞｱﾛｯｸ(ｾｷｭﾘﾃｨｰ)  ｼﾌﾄ連動ﾄﾞｱｱﾝﾛｯｸ ｼﾌﾄ連動ﾄﾞｱｱﾝﾛｯｸの設定変更をします｡

 ﾄﾞｱﾛｯｸ(ｾｷｭﾘﾃｨｰ)  ﾀﾞﾌﾞﾙﾛｯｸ設定 ﾀﾞﾌﾞﾙﾛｯｸ設定を変更します｡

 ﾄﾞｱﾛｯｸ(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｡

 ﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  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｡

 ﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  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｡

 ﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ｷｰｴﾝﾄﾘｰｱﾗｰﾑｷｬﾝｾﾙ ｽﾗｲﾄﾞﾙｰﾌｵｰﾌﾟﾝ警告の設定を変更します｡

 ﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ｼﾌﾄ･ﾌﾞﾚｰｷ連動ﾄﾞｱﾛｯｸ ｼﾌﾄ･ﾌﾞﾚｰｷ連動ﾄﾞｱﾛｯｸの設定を変更します｡

 ﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ｼﾌﾄﾌﾞﾚｰｷ ﾛｯｸ ｼﾌﾄﾌﾞﾚｰｷﾛｯｸの設定を変更します｡

 ﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ｼﾌﾄ連動ﾄﾞｱｱﾝﾛｯｸ ｼﾌﾄ連動ﾄﾞｱｱﾝﾛｯｸの設定変更をします｡

 ﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ｼﾌﾄ連動ﾄﾞｱﾛｯｸ ｼﾌﾄ連動ﾄﾞｱﾛｯｸの設定変更をします｡

 ﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  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｡

 ﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_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｡

 ﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_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｡

 ﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_D席J_B)  ｼﾌﾄ･ﾌﾞﾚｰｷ連動ﾄﾞｱﾛｯｸ ｼﾌﾄ･ﾌﾞﾚｰｷ連動ﾄﾞｱﾛｯｸの設定を変更します｡

 ﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_D席J_B)  ｼﾌﾄﾌﾞﾚｰｷ ﾛｯｸ ｼﾌﾄﾌﾞﾚｰｷﾛｯｸの設定を変更します｡

 ﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_D席J_B)  ｼﾌﾄ連動ﾄﾞｱｱﾝﾛｯｸ ｼﾌﾄ連動ﾄﾞｱｱﾝﾛｯｸの設定変更をします｡

 ﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_D席J_B)  ｼﾌﾄ連動ﾄﾞｱﾛｯｸ ｼﾌﾄ連動ﾄﾞｱﾛｯｸの設定変更をします｡

 ﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_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｡

 ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ(D席ﾄﾞｱ)  D席ｵｰﾄDOWN作動 D席ｵｰﾄDOWNの設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ(D席ﾄﾞｱ)  D席ｵｰﾄUP作動 D席ｵｰﾄUPの設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ(P席ﾄﾞｱ)  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ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳをｵｰﾄUP作動させる設定を変更します｡
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 ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ(P席ﾄﾞｱ)  P席ｵｰﾄUP作動 助手席ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳｵｰﾄUP作動の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ(RL席ﾄﾞｱ)  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席のﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳをｵｰﾄUP作動させる設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ(RL席ﾄﾞｱ)  RL席ｵｰﾄUP作動 RL席ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳｵｰﾄUP作動の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ(RR席ﾄﾞｱ)  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席のﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳをｵｰﾄUP作動させる設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ(RR席ﾄﾞｱ)  RR席ｵｰﾄUP作動 RR席ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳｵｰﾄUP作動の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  ﾄﾞｱｷｰ連動P/Wｱｯﾌﾟ ﾄﾞｱｷｰと連動したﾊﾟﾜｰｳｨﾝﾄﾞｳｱｯﾌﾟ機能の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  ﾄﾞｱｷｰ連動P/Wﾀﾞｳﾝ ﾄﾞｱｷｰと連動したﾊﾟﾜｰｳｨﾝﾄﾞｳﾀﾞｳﾝ機能の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  ﾜｲﾔﾚｽ連動P/Wｱｯﾌﾟ ﾜｲﾔﾚｽｷｰと連動したﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳｱｯﾌﾟ機能の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  ﾜｲﾔﾚｽ連動P/Wﾀﾞｳﾝ ﾜｲﾔﾚｽｷｰと連動したﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳﾀﾞｳﾝ機能の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ(ｾｷｭﾘﾃｨｰ)  ﾄﾞｱﾄﾘｶﾞｰ P/W 制御 ﾄﾞｱﾄﾘｶﾞｰﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ制御の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ(ﾊﾞｯｸﾄﾞｱ)  ﾄﾞｱｷｰ連動ﾊﾞｯｸﾄﾞｱP/W ｱｯﾌﾟ ﾄﾞｱｷｰと連動したﾊﾟﾜｰｳｨﾝﾄﾞｳｱｯﾌﾟ機能の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ(ﾊﾞｯｸﾄﾞｱ)  ﾄﾞｱｷｰ連動ﾊﾞｯｸﾄﾞｱP/W ﾀﾞｳﾝ ﾄﾞｱｷｰと連動したﾊﾟﾜｰｳｨﾝﾄﾞｳﾀﾞｳﾝ機能の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  P/W全閉機能 ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ全閉機能の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ﾄﾞｱｷｰ連動P/Wｱｯﾌﾟ ﾄﾞｱｷｰと連動したﾊﾟﾜｰｳｨﾝﾄﾞｳｱｯﾌﾟ機能の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ﾄﾞｱｷｰ連動P/Wﾀﾞｳﾝ ﾄﾞｱｷｰと連動したﾊﾟﾜｰｳｨﾝﾄﾞｳﾀﾞｳﾝ機能の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ﾜｲﾔﾚｽ連動P/Wｱｯﾌﾟ ﾜｲﾔﾚｽｷｰと連動したﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳｱｯﾌﾟ機能の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ﾜｲﾔﾚｽ連動P/Wｱｯﾌﾟ/ｽﾏｰﾄ ﾜｲﾔﾚｽｷｰと連動したﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳｱｯﾌﾟ/ｽﾏｰﾄ機能の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ﾜｲﾔﾚｽ連動P/Wﾀﾞｳﾝ ﾜｲﾔﾚｽｷｰと連動したﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳﾀﾞｳﾝ機能の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_D席J_B)  ﾄﾞｱｷｰ連動P/Wｱｯﾌﾟ ﾄﾞｱｷｰと連動したﾊﾟﾜｰｳｨﾝﾄﾞｳｱｯﾌﾟ機能の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_D席J_B)  ﾄﾞｱｷｰ連動P/Wﾀﾞｳﾝ ﾄﾞｱｷｰと連動したﾊﾟﾜｰｳｨﾝﾄﾞｳﾀﾞｳﾝ機能の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_D席J_B)  ﾜｲﾔﾚｽ連動P/Wｱｯﾌﾟ ﾜｲﾔﾚｽｷｰと連動したﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳｱｯﾌﾟ機能の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_D席J_B)  ﾜｲﾔﾚｽ連動P/Wﾀﾞｳﾝ ﾜｲﾔﾚｽｷｰと連動したﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳﾀﾞｳﾝ機能の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ(ﾏｽﾀｰSW)  ﾄﾞｱｷｰ連動P/Wｱｯﾌﾟ ﾄﾞｱｷｰと連動したﾊﾟﾜｰｳｨﾝﾄﾞｳｱｯﾌﾟ機能の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ(ﾏｽﾀｰSW)  ﾄﾞｱｷｰ連動P/Wﾀﾞｳﾝ ﾄﾞｱｷｰと連動したﾊﾟﾜｰｳｨﾝﾄﾞｳﾀﾞｳﾝ機能の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ(ﾏｽﾀｰSW)  ﾜｲﾔﾚｽ連動P/Wｱｯﾌﾟ ﾜｲﾔﾚｽｷｰと連動したﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳｱｯﾌﾟ機能の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ(ﾏｽﾀｰSW)  ﾜｲﾔﾚｽ連動P/Wｱｯﾌﾟ/ｽﾏｰﾄ ﾜｲﾔﾚｽｷｰと連動したﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳｱｯﾌﾟ/ｽﾏｰﾄ機能の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ(ﾏｽﾀｰSW)  ﾜｲﾔﾚｽ連動P/Wﾀﾞｳﾝ ﾜｲﾔﾚｽｷｰと連動したﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳﾀﾞｳﾝ機能の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰﾊﾞｯｸﾄﾞｱ_ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(RLﾄﾞｱ)  RL_SW作動条件 RL_SW作動条件の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰﾊﾞｯｸﾄﾞｱ_ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(RLﾄﾞｱ)  RL作動中ﾌﾞｻﾞｰ RL作動中ﾌﾞｻﾞｰの設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰﾊﾞｯｸﾄﾞｱ_ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(RLﾄﾞｱ)  ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱﾌﾞｻﾞｰ音量(RL) ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱﾌﾞｻﾞｰ音量(RL)の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰﾊﾞｯｸﾄﾞｱ_ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(RLﾄﾞｱ)  ﾜｲﾔﾚｽRLｵｰﾌﾟﾝ ﾜｲﾔﾚｽRLの設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰﾊﾞｯｸﾄﾞｱ_ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(RLﾄﾞｱ)  ﾜｲﾔﾚｽSW RL作動設定 ﾜｲﾔﾚｽSW RL作動の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰﾊﾞｯｸﾄﾞｱ_ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(RLﾄﾞｱ)  ﾜﾝﾀｯﾁｵｰﾌﾟﾝ/ｸﾛｰｽﾞSW RL作動設定 ﾜﾝﾀｯﾁｵｰﾌﾟﾝ/ｸﾛｰｽﾞSW RL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 2021.10)
システム 項目名 説明

 ﾊﾟﾜｰﾊﾞｯｸﾄﾞｱ_ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(RRﾄﾞｱ)  RR_SW作動条件 RR_SW作動条件の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰﾊﾞｯｸﾄﾞｱ_ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(RRﾄﾞｱ)  RR作動中ﾌﾞｻﾞｰ RR作動中ﾌﾞｻﾞｰの設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰﾊﾞｯｸﾄﾞｱ_ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(RRﾄﾞｱ)  ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱﾌﾞｻﾞｰ音量(RR) ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱﾌﾞｻﾞｰ音量(RR)の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰﾊﾞｯｸﾄﾞｱ_ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(RRﾄﾞｱ)  ﾜｲﾔﾚｽRRｵｰﾌﾟﾝ ﾜｲﾔﾚｽRRの設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰﾊﾞｯｸﾄﾞｱ_ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(RRﾄﾞｱ)  ﾜｲﾔﾚｽSW RR作動設定 ﾜｲﾔﾚｽSW RR作動の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰﾊﾞｯｸﾄﾞｱ_ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(RRﾄﾞｱ)  ﾜﾝﾀｯﾁｵｰﾌﾟﾝ/ｸﾛｰｽﾞSW RR作動設定 ﾜﾝﾀｯﾁｵｰﾌﾟﾝ/ｸﾛｰｽﾞSW RR作動の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰﾊﾞｯｸﾄﾞｱ_ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(ﾊﾞｯｸﾄﾞｱ)  PBDｵｰﾌﾟﾝｱｼｽﾄ PBDｵｰﾌﾟﾝｱｼｽﾄの設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰﾊﾞｯｸﾄﾞｱ_ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(ﾊﾞｯｸﾄﾞｱ)  PBDｸﾛｰｽﾞｱｼｽﾄ PBDｸﾛｰｽﾞｱｼｽﾄの設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰﾊﾞｯｸﾄﾞｱ_ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(ﾊﾞｯｸﾄﾞｱ)  PBDｽｲｯﾁ作動 PBDｽｲｯﾁ作動の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰﾊﾞｯｸﾄﾞｱ_ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(ﾊﾞｯｸﾄﾞｱ)  PBD作動確認ﾌﾞｻﾞｰ音圧 PBD作動確認ﾌﾞｻﾞｰ音圧の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰﾊﾞｯｸﾄﾞｱ_ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(ﾊﾞｯｸﾄﾞｱ)  PBD作動中ﾌﾞｻﾞｰ PBD作動中ﾌﾞｻﾞｰの設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰﾊﾞｯｸﾄﾞｱ_ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(ﾊﾞｯｸﾄﾞｱ)  ｽﾏｰﾄﾊﾞｯｸﾄﾞｱﾊﾟﾜｰｳｨﾝﾄﾞｳON時間 ｽﾏｰﾄﾊﾞｯｸﾄﾞｱﾊﾟﾜｰｳｨﾝﾄﾞｳON時間の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰﾊﾞｯｸﾄﾞｱ_ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(ﾊﾞｯｸﾄﾞｱ)  ｽﾏｰﾄﾊﾞｯｸﾄﾞｱﾊﾟﾜｰｳｨﾝﾄﾞｳｱｯﾌﾟ ｽﾏｰﾄﾊﾞｯｸﾄﾞｱﾊﾟﾜｰｳｨﾝﾄﾞｳｱｯﾌﾟの設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰﾊﾞｯｸﾄﾞｱ_ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(ﾊﾞｯｸﾄﾞｱ)  ｽﾏｰﾄﾊﾞｯｸﾄﾞｱﾊﾟﾜｰｳｨﾝﾄﾞｳﾀﾞｳﾝ ｽﾏｰﾄﾊﾞｯｸﾄﾞｱﾊﾟﾜｰｳｨﾝﾄﾞｳﾀﾞｳﾝの設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰﾊﾞｯｸﾄﾞｱ_ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(ﾊﾞｯｸﾄﾞｱ)  ﾊﾞｯｸﾄﾞｱﾊﾟﾜｰｳｨﾝﾄﾞｳｱｯﾌﾟ(半開き時) ﾊﾞｯｸﾄﾞｱﾊﾟﾜｰｳｨﾝﾄﾞｳｱｯﾌﾟ(半開き時)の設定を変更します｡

 ﾊﾟﾜｰﾊﾞｯｸﾄﾞｱ_ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(ﾊﾞｯｸﾄﾞｱ)  ﾜｲﾔﾚｽPBDｵｰﾌﾟﾝ ﾜｲﾔﾚｽPBDの設定を変更します｡

 ﾒﾀﾙﾄｯﾌﾟ  ｸﾘｿﾅ連動機能 ｸﾘｿﾅ連動の設定を変更します｡

 ﾒﾀﾙﾄｯﾌﾟ  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｡

 ﾒﾀﾙﾄｯﾌﾟ  ﾒﾀﾙﾄｯﾌﾟ作動速度 ﾒﾀﾙﾄｯﾌﾟ作動速度の設定を変更します｡

 ﾒﾀﾙﾄｯﾌﾟ  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｡

 ﾜｲﾊﾟｰ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  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｡

 ﾜｲﾊﾟｰ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  ﾘﾊﾞｰｽ連動ﾘｱﾜｲﾊﾟｰ ﾘﾊﾞｰｽ連動ﾘｱﾜｲﾊﾟｰの設定を変更します｡

 ﾜｲﾊﾟｰ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  ﾜｲﾊﾟｰLO時の停車間欠 ﾜｲﾊﾟｰLO時の停車間欠の設定を変更します｡

 ﾜｲﾊﾟｰ(ﾊﾞｯｸﾄﾞｱ)  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｡

 ﾜｲﾊﾟｰ(ﾊﾞｯｸﾄﾞｱ)  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｡

 ﾜｲﾊﾟｰ(ﾊﾞｯｸﾄﾞｱ)  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｡

 ﾜｲﾊﾟｰ(ﾊﾞｯｸﾄﾞｱ)  ﾘｱﾜｲﾊﾟｰLO時の停車間欠 ﾘｱﾜｲﾊﾟｰLO時の停車間欠の設定を変更します｡

 ﾜｲﾊﾟｰ(ﾊﾞｯｸﾄﾞｱ)  ﾘｱﾜｲﾊﾟｰｲﾝﾀｰﾊﾞﾙｽﾋﾟｰﾄﾞ ﾘｱﾜｲﾊﾟｰｲﾝﾀｰﾊﾞﾙｽﾋﾟｰﾄﾞの設定を変更します｡

 ﾜｲﾊﾟｰ(ﾊﾞｯｸﾄﾞｱ)  ﾘｱﾜｲﾊﾟｰｽﾋﾟｰﾄﾞ ﾘｱﾜｲﾊﾟｰｽﾋﾟｰﾄﾞの設定を変更します｡

 ﾜｲﾊﾟｰ(ﾊﾞｯｸﾄﾞｱ)  ﾘｱﾜｲﾊﾟｰ戻りｽﾋﾟｰﾄﾞ ﾘｱﾜｲﾊﾟｰ戻りｽﾋﾟｰﾄﾞの設定を変更します｡

 ﾜｲﾊﾟｰ(ﾊﾞｯｸﾄﾞｱ)  ﾘﾊﾞｰｽ連動ﾘｱﾜｲﾊﾟｰ ﾘﾊﾞｰｽ連動ﾘｱﾜｲﾊﾟｰの設定を変更します｡

 ﾜｲﾊﾟｰ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  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｡



●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2021.10)
システム 項目名 説明

 ﾜｲﾊﾟｰ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ﾘﾊﾞｰｽ連動ﾘｱﾜｲﾊﾟｰ ﾘﾊﾞｰｽ連動ﾘｱﾜｲﾊﾟｰの設定を変更します｡

 ﾜｲﾊﾟｰ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ﾜｲﾊﾟｰLO時の停車間欠 ﾜｲﾊﾟｰLO時の停車間欠の設定を変更します｡

 ﾜｲﾊﾟｰ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_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｡

 ﾜｲﾊﾟｰ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_D席J_B)  ﾘﾊﾞｰｽ連動ﾘｱﾜｲﾊﾟｰ ﾘﾊﾞｰｽ連動ﾘｱﾜｲﾊﾟｰの設定を変更します｡

 ﾜｲﾊﾟｰ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_D席J_B)  ﾜｲﾊﾟｰLO時の停車間欠 ﾜｲﾊﾟｰLO時の停車間欠の設定を変更します｡

 ﾜｲﾊﾟｰ(ﾜｲﾊﾟｰ)  ｱﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞ ｱﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞの設定を変更します｡

 ﾜｲﾊﾟｰ(ﾜｲﾊﾟｰ)  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｡

 ﾜｲﾊﾟｰ(ﾜｲﾊﾟｰ)  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｡

 ﾜｲﾊﾟｰ(ﾜｲﾊﾟｰ)  ﾜｲﾊﾟｰLO時の停車間欠 ﾜｲﾊﾟｰLO時の停車間欠の設定を変更します｡

 ﾜｲﾊﾟｰ(ﾜｲﾊﾟｰ)  ﾜｲﾊﾟｰｽﾋﾟｰﾄﾞ ﾜｲﾊﾟｰのｽﾋﾟｰﾄﾞの設定を変更します｡

 ﾜｲﾊﾟｰ(ﾜｲﾊﾟｰ)  雨滴感知式ｵｰﾄﾜｲﾊﾟｰ 雨滴感知式ｵｰﾄﾜｲﾊﾟｰの設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  2ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾛｯｸ解除 2ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾛｯｸ解除の設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  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｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  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｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  ｶｰﾌｧｲﾝﾀﾞｰ機能 ｶｰﾌｧｲﾝﾀﾞｰ機能の設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  ｷｰﾚｽｱﾝｻｰﾊﾞｯｸ ｷｰﾚｽｱﾝｻｰﾊﾞｯｸの設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  ﾄﾗﾝｸｵｰﾌﾟﾅｰ ﾄﾗﾝｸｵｰﾌﾟﾅｰの設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  ﾊﾟﾆｯｸｱﾗｰﾑ機能 ﾊﾟﾆｯｸｱﾗｰﾑ機能の設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  ﾜｲﾔﾚｽｶﾞﾗｽﾊｯﾁ開機能ｺｰﾄﾞ選択 ﾜｲﾔﾚｽｶﾞﾗｽﾊｯﾁ開機能ｺｰﾄﾞ選択の設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  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｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  作動確認ﾌﾞｻﾞｰ 作動確認ﾌﾞｻﾞｰの設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  作動確認ﾌﾞｻﾞｰ音量 作動確認ﾌﾞｻﾞｰ音量の設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)  半ﾄﾞｱｳｫｰﾆﾝｸﾞ 半ﾄﾞｱｳｫｰﾆﾝｸﾞの設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ｾｷｭﾘﾃｨｰ)  2ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾛｯｸ解除 2ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾛｯｸ解除の設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(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｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ｾｷｭﾘﾃｨｰ)  ｷｰﾚｽｱﾝｻｰﾊﾞｯｸ ｷｰﾚｽｱﾝｻｰﾊﾞｯｸの設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ｾｷｭﾘﾃｨｰ)  ﾄﾗﾝｸｵｰﾌﾟﾅｰ ﾄﾗﾝｸｵｰﾌﾟﾅｰの設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ｾｷｭﾘﾃｨｰ)  ﾊﾟﾆｯｸｱﾗｰﾑ機能 ﾊﾟﾆｯｸｱﾗｰﾑ機能の設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(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｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(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｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ｾｷｭﾘﾃｨｰ)  ﾜｲﾔﾚｽ連動P/Wｱｯﾌﾟ ﾜｲﾔﾚｽｷｰと連動したﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳｱｯﾌﾟ機能の設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ｾｷｭﾘﾃｨｰ)  ﾜｲﾔﾚｽ連動P/Wﾀﾞｳﾝ ﾜｲﾔﾚｽｷｰと連動したﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳﾀﾞｳﾝ機能の設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ｾｷｭﾘﾃｨｰ)  作動確認ﾌﾞｻﾞｰ音量 作動確認ﾌﾞｻﾞ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 2021.10)
システム 項目名 説明

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ｾｷｭﾘﾃｨｰ)  半ﾄﾞｱｳｫｰﾆﾝｸﾞ 半ﾄﾞｱｳｫｰﾆﾝｸﾞの設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  2ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾛｯｸ解除 2ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾛｯｸ解除の設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  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｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  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｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ｶｰﾌｧｲﾝﾀﾞｰ機能 ｶｰﾌｧｲﾝﾀﾞｰ機能の設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ｷｰﾚｽｱﾝｻｰﾊﾞｯｸ ｷｰﾚｽｱﾝｻｰﾊﾞｯｸの設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ﾄﾗﾝｸｵｰﾌﾟﾅｰ ﾄﾗﾝｸｵｰﾌﾟﾅｰの設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ﾊﾟﾆｯｸｱﾗｰﾑ機能 ﾊﾟﾆｯｸｱﾗｰﾑ機能の設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ﾜｲﾔﾚｽｳｨﾝﾄﾞｳﾌﾞｻﾞｰ ﾜｲﾔﾚｽｳｨﾝﾄﾞｳﾌﾞｻﾞｰの設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  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｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  ﾜｲﾔﾚｽｶﾞﾗｽﾊｯﾁ開機能ｺｰﾄﾞ選択 ﾜｲﾔﾚｽｶﾞﾗｽﾊｯﾁ開機能ｺｰﾄﾞ選択の設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  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｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  作動確認ﾌﾞｻﾞｰ 作動確認ﾌﾞｻﾞｰの設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  作動確認ﾌﾞｻﾞｰ音量 作動確認ﾌﾞｻﾞｰ音量の設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰ)  半ﾄﾞｱｳｫｰﾆﾝｸﾞ 半ﾄﾞｱｳｫｰﾆﾝｸﾞの設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_D席J_B)  2ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾛｯｸ解除 2ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾛｯｸ解除の設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_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｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_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｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_D席J_B)  ｶｰﾌｧｲﾝﾀﾞｰ機能 ｶｰﾌｧｲﾝﾀﾞｰ機能の設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_D席J_B)  ｷｰﾚｽｱﾝｻｰﾊﾞｯｸ ｷｰﾚｽｱﾝｻｰﾊﾞｯｸの設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_D席J_B)  ﾄﾗﾝｸｵｰﾌﾟﾅｰ ﾄﾗﾝｸｵｰﾌﾟﾅｰの設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_D席J_B)  ﾊﾟﾆｯｸｱﾗｰﾑ機能 ﾊﾟﾆｯｸｱﾗｰﾑ機能の設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_D席J_B)  ﾜｲﾔﾚｽｶﾞﾗｽﾊｯﾁ開機能ｺｰﾄﾞ選択 ﾜｲﾔﾚｽｶﾞﾗｽﾊｯﾁ開機能ｺｰﾄﾞ選択の設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_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｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_D席J_B)  作動確認ﾌﾞｻﾞｰ 作動確認ﾌﾞｻﾞｰの設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_D席J_B)  作動確認ﾌﾞｻﾞｰ音量 作動確認ﾌﾞｻﾞｰ音量の設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｻﾌﾞ_D席J_B)  半ﾄﾞｱｳｫｰﾆﾝｸﾞ 半ﾄﾞｱｳｫｰﾆﾝｸﾞの設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(照合)  ﾊﾟﾆｯｸｱﾗｰﾑ機能 ﾊﾟﾆｯｸｱﾗｰﾑ機能の設定を変更します｡

 ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ(照合)  作動確認ﾌﾞｻﾞｰ音量 作動確認ﾌﾞｻﾞｰ音量の設定を変更します｡


