
●BMW　アクティブテスト(Ver 2022.02)
システム名 項目名

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）吸気バルブ（フロント右）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）吸気バルブ（フロント左）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）吸気バルブ（リア）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）排気バルブ（フロント右）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）排気バルブ（フロント左）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）排気バルブ（リア）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　ＡＳＣ（オートスタビリティーコントロール）吸気バルブ

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　ＡＳＣ（オートスタビリティーコントロール）分離バルブ

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　イグニッションタイミング

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　イグニッションフェードアウト

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　インレットバルブ（フロント右）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　インレットバルブ（フロント左）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　セパレーターバルブ１

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　セパレーターバルブ２

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　チョークバルブ

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　ポンプ

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　リターンポンプ

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　吸気バルブ（フロント右）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　吸気バルブ（フロント左）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　吸気バルブ（リア右）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　吸気バルブ（リア左）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　吸気フロント右バルブ

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　吸気フロント左バルブ

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　吸気リア右バルブ

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　吸気リア左バルブ

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　切替バルブ１

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　切替バルブ２

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　全作動（動作停止）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　排気バルブ　フロント右

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　排気バルブ　フロント左

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　排気バルブ　リア右

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　排気バルブ　リア左

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　排気バルブ（フロント右）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　排気バルブ（フロント左）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　排気バルブ（リア右）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　排気バルブ（リア左）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　排気フロント右バルブ

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　排気フロント左バルブ

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　排気リア右バルブ

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　排気リア左バルブ

　ＡＣＣ（アクティブクルーズコントロール） 　コントロールユニットリセット

　ＡＣＳＭ（衝突セーフティーモジュール） 　コントロールユニットリセット

　ＡＨＬ（アダプティブヘッドライト／ヘッドライト垂直照準コントロール） 　コントロールユニットリセット

　ＡＨＬ（アダプティブヘッドライト／ヘッドライト垂直照準コントロール） 　リファレンスラン　右ヘッドランプ垂直方向コントロール

　ＡＨＬ（アダプティブヘッドライト／ヘッドライト垂直照準コントロール） 　リファレンスラン　左ヘッドランプ垂直方向コントロール

　ＡＨＬ（アダプティブヘッドライト／ヘッドライト垂直照準コントロール） 　リファレンスランＡＨＬ（アダプティブコーナリングライト）右センサーあり

　ＡＨＬ（アダプティブヘッドライト／ヘッドライト垂直照準コントロール） 　リファレンスランＡＨＬ（アダプティブコーナリングライト）左センサーあり

　ＡＨＬ（アダプティブヘッドライト／ヘッドライト垂直照準コントロール） 　右ＡＨＬ（アダプティブコーナリングライト）右下作動

　ＡＨＬ（アダプティブヘッドライト／ヘッドライト垂直照準コントロール） 　右ＡＨＬ（アダプティブコーナリングライト）右上作動

　ＡＨＬ（アダプティブヘッドライト／ヘッドライト垂直照準コントロール） 　右ＡＨＬ（アダプティブコーナリングライト）左下作動

　ＡＨＬ（アダプティブヘッドライト／ヘッドライト垂直照準コントロール） 　右ＡＨＬ（アダプティブコーナリングライト）左上作動

　ＡＨＬ（アダプティブヘッドライト／ヘッドライト垂直照準コントロール） 　左ＡＨＬ（アダプティブコーナリングライト）右下作動

　ＡＨＬ（アダプティブヘッドライト／ヘッドライト垂直照準コントロール） 　左ＡＨＬ（アダプティブコーナリングライト）右上作動

　ＡＨＬ（アダプティブヘッドライト／ヘッドライト垂直照準コントロール） 　左ＡＨＬ（アダプティブコーナリングライト）左下作動

　ＡＨＬ（アダプティブヘッドライト／ヘッドライト垂直照準コントロール） 　左ＡＨＬ（アダプティブコーナリングライト）左上作動

　ＡＨＭ（トレーラーモジュール） 　ウィンカー　右

　ＡＨＭ（トレーラーモジュール） 　ウィンカー　左

　ＡＨＭ（トレーラーモジュール） 　ウィンカー（右）

　ＡＨＭ（トレーラーモジュール） 　ウィンカー（左）

　ＡＨＭ（トレーラーモジュール） 　オートマチックトレーラー牽引ヒッチ駆動：完全結合

　ＡＨＭ（トレーラーモジュール） 　オートマチックトレーラー牽引ヒッチ駆動：完全分離
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　ＡＨＭ（トレーラーモジュール） 　コントロールユニットリセット

　ＡＨＭ（トレーラーモジュール） 　サイドランプ（右）

　ＡＨＭ（トレーラーモジュール） 　サイドランプ（左）

　ＡＨＭ（トレーラーモジュール） 　テールランプ

　ＡＨＭ（トレーラーモジュール） 　パーキングランプ（右）

　ＡＨＭ（トレーラーモジュール） 　パーキングランプ（左）

　ＡＨＭ（トレーラーモジュール） 　ハザードフラッシャー

　ＡＨＭ（トレーラーモジュール） 　バックランプ

　ＡＨＭ（トレーラーモジュール） 　フォグライト　リア

　ＡＨＭ（トレーラーモジュール） 　ブレーキランプ

　ＡＨＭ（トレーラーモジュール） 　赤ＬＥＤ作動

　ＡＨＭ（トレーラーモジュール） 　緑ＬＥＤ作動

　ＡＬＢＢＦ（助手席側バックレスト） 　コントロールユニットリセット

　ＡＬＢＦＡ（運転席側バックレスト） 　コントロールユニットリセット

　ＡＭＰ（Ｈｉ－Ｆｉアンプ） 　コントロールユニットリセット

　ＡＭＰ（Ｈｉ－Ｆｉアンプ） 　ストレージシェルフスピーカー（リア右）

　ＡＭＰ（Ｈｉ－Ｆｉアンプ） 　ストレージシェルフスピーカー（リア左）

　ＡＭＰ（Ｈｉ－Ｆｉアンプ） 　スピーカー（センターダッシュボード）

　ＡＭＰ（Ｈｉ－Ｆｉアンプ） 　スピーカー（フロント右ドア）

　ＡＭＰ（Ｈｉ－Ｆｉアンプ） 　スピーカー（フロント左ドア）

　ＡＭＰ（Ｈｉ－Ｆｉアンプ） 　バススピーカー（フロント右）

　ＡＭＰ（Ｈｉ－Ｆｉアンプ） 　バススピーカー（フロント左）

　ＡＭＰ（アンプ） 　ＭＯＳＴバス　：　ライト出力削減

　ＡＭＰ（アンプ） 　テストトーン：　ウーファー（フロント左）

　ＡＭＰ（アンプ） 　テストトーン：　ウーファー（フロント右）

　ＡＭＰ（アンプ） 　テストトーン：　ウーファー（リア左）

　ＡＭＰ（アンプ） 　テストトーン：　ウーファー（リア右）

　ＡＭＰ（アンプ） 　コントロールユニットリセット

　ＡＭＰ（アンプ） 　テストトーン：ツイーター（フロント右ドア）

　ＡＭＰ（アンプ） 　テストトーン：ツイーター（フロント左ドア）

　ＡＭＰ（アンプ） 　テストトーン：ツイーター（リア右ドア）

　ＡＭＰ（アンプ） 　テストトーン：ツイーター（リア左ドア）

　ＡＭＰ（アンプ） 　テストトーン：ミッドレンジスピーカー（フロント右ドア）

　ＡＭＰ（アンプ） 　テストトーン：ミッドレンジスピーカー（フロント左ドア）

　ＡＭＰ（アンプ） 　診断終了

　ＡＭＰＴ（Ｔｏｐ　Ｈｉ－Ｆｉアンプ） 　ＭＯＳＴバス　：　ライト出力削減

　ＡＭＰＴ（Ｔｏｐ　Ｈｉ－Ｆｉアンプ） 　コントロールユニットリセット

　ＡＭＰＴ（Ｔｏｐ　Ｈｉ－Ｆｉアンプ） 　ツイーター（センターダッシュボード）

　ＡＭＰＴ（Ｔｏｐ　Ｈｉ－Ｆｉアンプ） 　ツイーター（フロント右ドア）

　ＡＭＰＴ（Ｔｏｐ　Ｈｉ－Ｆｉアンプ） 　ツイーター（フロント左ドア）

　ＡＭＰＴ（Ｔｏｐ　Ｈｉ－Ｆｉアンプ） 　ツイーター（ラゲージコンパートメント右）

　ＡＭＰＴ（Ｔｏｐ　Ｈｉ－Ｆｉアンプ） 　ツイーター（ラゲージコンパートメント左）

　ＡＭＰＴ（Ｔｏｐ　Ｈｉ－Ｆｉアンプ） 　ツイーター（リア右ドア）

　ＡＭＰＴ（Ｔｏｐ　Ｈｉ－Ｆｉアンプ） 　ツイーター（リア左ドア）

　ＡＭＰＴ（Ｔｏｐ　Ｈｉ－Ｆｉアンプ） 　ミッドレンジスピーカー（センターダッシュボード）

　ＡＭＰＴ（Ｔｏｐ　Ｈｉ－Ｆｉアンプ） 　ミッドレンジスピーカー（フロント右ドア）

　ＡＭＰＴ（Ｔｏｐ　Ｈｉ－Ｆｉアンプ） 　ミッドレンジスピーカー（フロント左ドア）

　ＡＭＰＴ（Ｔｏｐ　Ｈｉ－Ｆｉアンプ） 　ミッドレンジスピーカー（ラゲージコンパートメント右）

　ＡＭＰＴ（Ｔｏｐ　Ｈｉ－Ｆｉアンプ） 　ミッドレンジスピーカー（ラゲージコンパートメント左）

　ＡＭＰＴ（Ｔｏｐ　Ｈｉ－Ｆｉアンプ） 　ミッドレンジスピーカー（リア右ドア）

　ＡＭＰＴ（Ｔｏｐ　Ｈｉ－Ｆｉアンプ） 　ミッドレンジスピーカー（リア左ドア）

　ＡＭＰＴ（Ｔｏｐ　Ｈｉ－Ｆｉアンプ） 　右サブウーファー

　ＡＭＰＴ（Ｔｏｐ　Ｈｉ－Ｆｉアンプ） 　左サブウーファー

　ＡＭＰＴ（Ｔｏｐ　Ｈｉ－Ｆｉアンプ） 　全スピーカーテスト信号（１００Ｈｚ）

　ＡＭＰＴ（Ｔｏｐ　Ｈｉ－Ｆｉアンプ） 　全スピーカーテスト信号（１０Ｈｚ）

　ＡＭＰＴ（Ｔｏｐ　Ｈｉ－Ｆｉアンプ） 　全スピーカーテスト信号（１Ｈｚ）

　ＡＮＴ（アンテナチューナー） 　ＭＯＳＴバス　：　ライト出力削減

　ＡＮＴ（アンテナチューナー） 　ダイバーシティーＯＦＦ

　ＡＮＴ（アンテナチューナー） 　右アンテナダイバーシティー

　ＡＮＴ（アンテナチューナー） 　左アンテナダイバーシティー

　ＡＮＴ（アンテナチューナー） 　周波数調整（８８．９ＭＨｚ）
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　ＡＮＴ（アンテナチューナー） 　通常機能ダイバーシティー

　ＡＲＳ（ダイナミックドライブ） 　コントロールユニットリセット

　ＡＳＤ（アクティブサウンドデザイン） 　ＡＳＤミュートＯＦＦ

　ＡＳＤ（アクティブサウンドデザイン） 　ＡＳＤミュートＯＮ

　ＡＳＤ（アクティブサウンドデザイン） 　ＡＳＤミュート作動

　ＡＳＤ（アクティブサウンドデザイン） 　ＡＳＤミュート非作動

　ＡＳＤ（アクティブサウンドデザイン） 　エンターテイメントミュートＯＦＦ

　ＡＳＤ（アクティブサウンドデザイン） 　エンターテイメントミュートＯＮ

　ＡＳＤ（アクティブサウンドデザイン） 　エンターテイメントミュート作動

　ＡＳＤ（アクティブサウンドデザイン） 　エンターテイメントミュート非作動

　ＡＳＤ（アクティブサウンドデザイン） 　コントロールユニットリセット

　ＡＳＫ（オーディオシステムコントローラー） 　ＭＯＳＴバス　：　ライト出力削減

　ＡＳＫ（オーディオシステムコントローラー） 　アクセサリー信号

　ＡＳＫ（オーディオシステムコントローラー） 　ダブルゴング信号

　ＡＳＫ（オーディオシステムコントローラー） 　チェックコントロール信号

　ＡＳＫ（オーディオシステムコントローラー） 　フロント右チャンネル

　ＡＳＫ（オーディオシステムコントローラー） 　フロント左チャンネル

　ＡＳＫ（オーディオシステムコントローラー） 　フロント中央チャンネル（トップＨｉ－Ｆｉ）

　ＡＳＫ（オーディオシステムコントローラー） 　ミュート

　ＡＳＫ（オーディオシステムコントローラー） 　リア右パーセルシェルフチャンネル

　ＡＳＫ（オーディオシステムコントローラー） 　リア左チャンネル（トップＨｉ－Ｆｉ）

　ＡＳＫ（オーディオシステムコントローラー） 　リア左パーセルシェルフチャンネル

　ＡＳＫ（オーディオシステムコントローラー） 　右サブウーファーチャンネル

　ＡＳＫ（オーディオシステムコントローラー） 　音設定リセット

　ＡＳＫ（オーディオシステムコントローラー） 　音量アップ

　ＡＳＫ（オーディオシステムコントローラー） 　音量ダウン

　ＡＳＫ（オーディオシステムコントローラー） 　左サブウーファーチャンネル

　ＡＳＫ（オーディオシステムコントローラー） 　時間ゴング信号

　ＡＳＫ（オーディオシステムコントローラー） 　連続ゴング

　ＢＺＭ（センターコンソールコントロールパネル） 　ＬＥＤ　ＯＦＦ

　ＢＺＭ（センターコンソールコントロールパネル） 　ＬＥＤ　ＯＮ

　ＣＡ（コンフォートアクセスシステム） 　コントロールユニットリセット

　ＣＡＳ（カーアクセスシステム） 　コントロールユニットリセット

　ＣＢＸ－ＥＣＡＬＬ（コムボックスエマージェンシーコール） 　Ｅｃａｌｌ作動

　ＣＢＸ－ＥＣＡＬＬ（コムボックスエマージェンシーコール） 　ＧＰＳアンテナテスト

　ＣＢＸ－ＥＣＡＬＬ（コムボックスエマージェンシーコール） 　ＧＳＭテレマティックステスト

　ＣＢＸ－ＥＣＡＬＬ（コムボックスエマージェンシーコール） 　ＧＳＭテレマティックス点検

　ＣＢＸ－ＥＣＡＬＬ（コムボックスエマージェンシーコール） 　ＧＳＭバックアップテスト

　ＣＢＸ－ＥＣＡＬＬ（コムボックスエマージェンシーコール） 　ＧＳＭバックアップ点検

　ＣＢＸ－ＥＣＡＬＬ（コムボックスエマージェンシーコール） 　コントロールユニットリセット

　ＣＢＸ－ＥＣＡＬＬ（コムボックスエマージェンシーコール） 　緊急電話（Ｅｃａｌｌ）作動

　ＣＢＸ－ＥＣＡＬＬ（コムボックスエマージェンシーコール） 　全アンテナテスト

　ＣＢＸ－ＥＣＡＬＬ（コムボックスエマージェンシーコール） 　全アンテナ点検

　ＣＢＸ－ＭＥＤＩＡ（コムボックスマルチメディア） 　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ作動

　ＣＢＸ－ＭＥＤＩＡ（コムボックスマルチメディア） 　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ非作動

　ＣＢＸ－ＭＥＤＩＡ（コムボックスマルチメディア） 　ＬＥＤコントロール

　ＣＢＸ－ＭＥＤＩＡ（コムボックスマルチメディア） 　コントロールユニットリセット

　ＣＢＸ－ＭＥＤＩＡ（コムボックスマルチメディア） 　ステアリングコラムアングル（－）コントロール

　ＣＢＸ－ＭＥＤＩＡ（コムボックスマルチメディア） 　ステアリングコラムアングル（＋）コントロール

　ＣＢＸ－ＭＥＤＩＡ（コムボックスマルチメディア） 　ステアリングコラム長さ（－）コントロール

　ＣＢＸ－ＭＥＤＩＡ（コムボックスマルチメディア） 　ステアリングコラム長さ（＋）コントロール

　ＣＢＸ－ＭＥＤＩＡ（コムボックスマルチメディア） 　ユーザーソフトウェアアップデート全消去

　ＣＢＸ－ＭＥＤＩＡ（コムボックスマルチメディア） 　リアウィンドウローラーブラインドアップ

　ＣＢＸ－ＭＥＤＩＡ（コムボックスマルチメディア） 　リアウィンドウローラーブラインドダウン

　ＣＢＸ－ＭＥＤＩＡ（コムボックスマルチメディア） 　個人情報削除（全て）

　ＣＢＸ－ＭＥＤＩＡ（コムボックスマルチメディア） 　接続Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスを削除

　ＣＢＸ－ＭＥＤＩＡ（コムボックスマルチメディア） 　全ての更新データ削除

　ＣＣＣ－ＡＮＴ（アンテナ） 　アンテナセルフテスト開始

　ＣＣＣ－ＡＮＴ（アンテナ） 　ステーションサーチ開始

　ＣＣＣ－ＡＮＴ（アンテナ） 　セルフテスト

　ＣＣＣ－ＡＮＴ（アンテナ） 　チューナー周波数（８８．９ＭＨｚ）
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システム名 項目名

　ＣＣＣ－ＡＮＴ（アンテナ） 　ラジオデータシステムＯＦＦ

　ＣＣＣ－ＡＮＴ（アンテナ） 　個々のアンテナダイバーシティーへの切替え

　ＣＣＣ－ＡＮＴ（アンテナ） 　診断モード終了

　ＣＣＣ－ＡＳＫ（オーディオシステムコントローラー） 　ＭＤイジェクト

　ＣＣＣ－ＡＳＫ（オーディオシステムコントローラー） 　アコースティック信号出力

　ＣＣＣ－ＡＳＫ（オーディオシステムコントローラー） 　セルフテスト

　ＣＣＣ－ＡＳＫ（オーディオシステムコントローラー） 　ダブル信号出力

　ＣＣＣ－ＡＳＫ（オーディオシステムコントローラー） 　ハイト削減

　ＣＣＣ－ＡＳＫ（オーディオシステムコントローラー） 　ベースアップ

　ＣＣＣ－ＡＳＫ（オーディオシステムコントローラー） 　ベースダウン

　ＣＣＣ－ＡＳＫ（オーディオシステムコントローラー） 　ミュート

　ＣＣＣ－ＡＳＫ（オーディオシステムコントローラー） 　音設定リセット

　ＣＣＣ－ＡＳＫ（オーディオシステムコントローラー） 　時間信号出力

　ＣＣＣ－ＡＳＫ（オーディオシステムコントローラー） 　振幅増加

　ＣＣＣ－ＢＯ（操作面） 　ＣＤイジェクト

　ＣＣＣ－ＢＯ（操作面） 　ＤＶＤイジェクト

　ＣＣＣ－ＢＯ（操作面） 　セルフテスト

　ＣＣＣ－ＧＷ（ゲートウェイ） 　ＭＯＳＴバス　：　ライト出力削減

　ＣＣＣ－ＧＷ（ゲートウェイ） 　アースＲＡＤ＿ＯＮ

　ＣＣＣ－ＧＷ（ゲートウェイ） 　セルフテスト

　ＣＣＣ－ＧＷ（ゲートウェイ） 　ファン１００％出力

　ＣＣＣ－ＧＷ（ゲートウェイ） 　ファン５０％出力

　ＣＣＣ－ＧＷ（ゲートウェイ） 　供給電圧ＲＡＤ＿ＯＮ

　ＣＣＣ－ＧＷ（ゲートウェイ） 　指定温度

　ＣＤ（コントロールディスプレー） 　グリーンテストカード

　ＣＤ（コントロールディスプレー） 　コントロールユニットリセット

　ＣＤ（コントロールディスプレー） 　セルフテスト

　ＣＤ（コントロールディスプレー） 　ブラックフテストカード

　ＣＤ（コントロールディスプレー） 　ブルーテストカード

　ＣＤ（コントロールディスプレー） 　ホワイトテストカード

　ＣＤ（コントロールディスプレー） 　レッドテストカード

　ＣＤＣ（ＣＤチェンジャー） 　ＭＯＳＴバス　：　ライト出力削減

　ＣＤＣ（ＣＤチェンジャー） 　コントロールユニットリセット

　ＣＤＣ（ＣＤチェンジャー） 　スリープモード

　ＣＤＣ（ＣＤチェンジャー） 　省エネモードスイッチ　ＯＦＦ

　ＣＤ－ＧＷ（コントロールディスプレーゲートウェイ） 　ＭＯＳＴバス　：　ライト出力削減

　ＣＤ－ＧＷ（コントロールディスプレーゲートウェイ） 　コントロールユニットリセット

　ＣＤ－ＧＷ（コントロールディスプレーゲートウェイ） 　セルフテスト

　ＣＤ－ＧＷ（コントロールディスプレーゲートウェイ） 　ディスプレー照度最小

　ＣＤ－ＧＷ（コントロールディスプレーゲートウェイ） 　ディスプレー照度最大

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　アコースティック信号、ＡＣＣ

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　アコースティック信号、チェックコントロール

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　ダブルゴング

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　ＤＶＤイジェクト

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　ＤＶＤエマージェンシーイジェクト

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　時間ゴング

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　ＳＤＡＲＳ作動（ＵＳバージョンのみ）

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　アンテナセルフテスト

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　イジェクト

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　カスタマーデータ消去（全データ）

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　コントロールゴング出力チェック

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　コントロールユニットリセット

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　サウンドテスト（１００　Ｈｚ）

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　サウンドテスト（１０００　Ｈｚ）

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　サウンドテスト（１００００　Ｈｚ）

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　シングルアンテナ－＞ダイバーシティーアンテナ切替え

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　ステーションサーチ（最も受信しやすいステーション）

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　ステーションサーチ下

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　ステーションサーチ上

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　ステーションチューニング開始

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　セルフテスト



●BMW　アクティブテスト(Ver 2022.02)
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　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　チェッカーボードパターン（３０ピクセル）

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　チェッカーボードパターン（６０ピクセル）

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　チューナー周波数８８．９ＭＨｚ（ＦＭ）

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　トラフィックプログラムＯＦＦ

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　トラフィックプログラムＯＮ

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　ファン（ＯＦＦ）

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　ファン（高速）

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　ファン（中速）

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　ファン（低速）

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　フロントＰＤＣサウンドパターン出力

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　フロント右チャンネル

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　フロント左チャンネル

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　ミュート

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　ラジオＯＦＦ

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　ラジオＯＮ

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　ラジオデータシステムＯＦＦ

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　ラジオデータシステムＯＮ

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　リア左チャンネル

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　音源ミュート

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　音設定リセット

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　音量アップ

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　音量ダウン

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　次の音源への切り替えを続行

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　周波数帯変更（ＡＭ－＞ＦＭ）

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　周波数調整（８８．９ＭＨｚ）

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　診断モード終了

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　接続Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスを削除

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　全アンテナテスト

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　全チャンネル

　ＣＨＡＭＰ（セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム） 　連続ゴング

　ＣＨＡＭＰ－ＧＷ（ゲートウェイ） 　ＭＯＳＴバス　：　ライト出力削減

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　ＤＶＤイジェクト

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　ＤＶＤエマージェンシーイジェクト

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　Ｌバンドアンテナへ変更

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　ＳＤＡＲＳ作動

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　ＳＤＡＲＳ作動（ＵＳバージョンのみ）

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　ＴＭＣＯＦＦ（ＵＳのみ）

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　ＴＰ機能ＯＦＦ

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　ＴＰ機能ＯＮ

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　コントロールゴング出力チェック

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　コントロールユニットリセット

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　サウンドテスト（１００　Ｈｚ）

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　サウンドテスト（１０００　Ｈｚ）

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　サウンドテスト（１００００　Ｈｚ）

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　ステーションサーチ開始

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　セルフテスト

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　チューナー周波数８８．９ＭＨｚ（ＦＭ）

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　テストカード

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　トラフィックレポートＯＦＦ

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　トラフィックレポートＯＮ

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　パークディスタンスコントロールオーディオ信号出力

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　バッテリーリセットコントロールユニット

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　バンドＩＩＩアンテナ　Ｌバンドアンテナへ変更

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　バンドＩＩＩアンテナへ変更

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　ビデオ入力開始テスト

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　ファン作動

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　フロントＰＤＣサウンドパターン出力

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　ベストステーション　ステーションサーチ

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　ミュート

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　ラジオデータシステムＯＦＦ

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　ラジオデータシステムＯＮ
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　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　一番強いＴＶチャンネル　ステーションサーチ

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　音源ミュート

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　音設定リセット

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　音量３０％

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　音量６０％

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　次の音源への切り替えを続行

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　周波数帯変更（ＡＭ－＞ＦＭ）

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　正弦波ジェネレーター１００００Ｈｚ（ＨｉＦｉ／トップＨｉＦｉではない）

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　正弦波ジェネレーター１０００Ｈｚ（ＨｉＦｉ／トップＨｉＦｉではない）

　ＣＩＣ（車両情報コンピューター） 　正弦波ジェネレーター１００Ｈｚ（ＨｉＦｉ／トップＨｉＦｉではない）

　ＣＩＣ－ＧＷ（ゲートウェイ） 　コントロールユニットリセット

　ＣＩＤ（セントラルインフォメーションディスプレー） 　コントロールユニットリセット

　ＣＩＤ（セントラルインフォメーションディスプレー） 　ディスプレーＯＦＦ／ＯＮ

　ＣＩＤ（セントラルインフォメーションディスプレー） 　ディスプレー照度最大

　ＣＩＤ（セントラルインフォメーションディスプレー） 　テストカード　グリーン

　ＣＩＤ（セントラルインフォメーションディスプレー） 　テストカード　ブラック

　ＣＩＤ（セントラルインフォメーションディスプレー） 　テストカード　ブルー

　ＣＩＤ（セントラルインフォメーションディスプレー） 　テストカード　レッド

　ＣＩＤ（セントラルインフォメーションディスプレー） 　テストカード（ノーマル）

　ＣＩＤ（セントラルインフォメーションディスプレー） 　テスト画像（チェスボード）

　ＣＩＤ（セントラルインフォメーションディスプレー） 　メニュー（ノーマル）

　ＣＩＭ（シャーシインテグレーションモジュール） 　アンロッキング　ステアリングコラム

　ＣＩＭ（シャーシインテグレーションモジュール） 　サーボトロニック

　ＣＩＭ（シャーシインテグレーションモジュール） 　ステアリングコラム　傾斜－

　ＣＩＭ（シャーシインテグレーションモジュール） 　ステアリングコラム　傾斜＋

　ＣＩＭ（シャーシインテグレーションモジュール） 　ステアリングコラム　長さ－

　ＣＩＭ（シャーシインテグレーションモジュール） 　ステアリングコラム　長さ＋

　ＣＩＭ（シャーシインテグレーションモジュール） 　ポジションデータ消去　ステアリングコラム

　ＣＩＭ（シャーシインテグレーションモジュール） 　作業データＲＰＡ消去

　ＣＩＭ（シャーシインテグレーションモジュール） 　初期化　ステアリングコラム

　ＣＯＮ（コントローラー） 　コントロールユニットリセット

　ＣＯＮ（コントローラー） 　右モーター

　ＣＯＮ（コントローラー） 　左モーター

　ＣＴＭ（カブリオレトップモジュール） 　オートマチックソフトクローズシステム（オープン）

　ＣＴＭ（カブリオレトップモジュール） 　オートマチックソフトクローズシステム（クローズ）

　ＣＴＭ（カブリオレトップモジュール） 　コントロールユニットリセット

　ＣＴＭ（カブリオレトップモジュール） 　リアウィンドウ開

　ＣＴＭ（カブリオレトップモジュール） 　リアウィンドウ閉

　ＤＭＥ（エンジン） 　２次エアバルブ

　ＤＭＥ（エンジン） 　２次エアポンプ

　ＤＭＥ（エンジン） 　Ａ／Ｃ（エアコン）コンプレッサーリレー

　ＤＭＥ（エンジン） 　Ａ／Ｃコンプレッサーリレー

　ＤＭＥ（エンジン） 　添加剤ポンプ

　ＤＭＥ（エンジン） 　チャージエアクーラー：　バイパスコントローラー

　ＤＭＥ（エンジン） 　過給圧アクチュエーター（排気ターボチャージャー）

　ＤＭＥ（エンジン） 　ＣＯ調整

　ＤＭＥ（エンジン） 　Ｄｉｓａバルブ

　ＤＭＥ（エンジン） 　ＥＧＲソレノイドバルブ

　ＤＭＥ（エンジン） 　電動ファン：　ステージ１／２

　ＤＭＥ（エンジン） 　電動ファン：　ステージ２／２

　ＤＭＥ（エンジン） 　ＥＧＲ

　ＤＭＥ（エンジン） 　燃料プレサプライポンプ

　ＤＭＥ（エンジン） 　Ｏ２センサーヒーターリレー

　ＤＭＥ（エンジン） 　スロットルバルブ

　ＤＭＥ（エンジン） 　アイドルアクチュエーター

　ＤＭＥ（エンジン） 　アイドルスタビライザー

　ＤＭＥ（エンジン） 　アイドル回転数バルブ

　ＤＭＥ（エンジン） 　インジェクターシリンダー１

　ＤＭＥ（エンジン） 　インジェクターシリンダー１＋３

　ＤＭＥ（エンジン） 　インジェクターシリンダー１＋３＋５

　ＤＭＥ（エンジン） 　インジェクターシリンダー１０
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　ＤＭＥ（エンジン） 　インジェクターシリンダー１１

　ＤＭＥ（エンジン） 　インジェクターシリンダー１２

　ＤＭＥ（エンジン） 　インジェクターシリンダー２

　ＤＭＥ（エンジン） 　インジェクターシリンダー２＋４

　ＤＭＥ（エンジン） 　インジェクターシリンダー２＋４＋６

　ＤＭＥ（エンジン） 　インジェクターシリンダー３

　ＤＭＥ（エンジン） 　インジェクターシリンダー４

　ＤＭＥ（エンジン） 　インジェクターシリンダー５

　ＤＭＥ（エンジン） 　インジェクターシリンダー６

　ＤＭＥ（エンジン） 　インジェクターシリンダー７

　ＤＭＥ（エンジン） 　インジェクターシリンダー７＋９＋１１

　ＤＭＥ（エンジン） 　インジェクターシリンダー８

　ＤＭＥ（エンジン） 　インジェクターシリンダー８＋１０＋１２

　ＤＭＥ（エンジン） 　インジェクターシリンダー９

　ＤＭＥ（エンジン） 　インジェクターバルブ（奇数シリンダー）

　ＤＭＥ（エンジン） 　インジェクターバルブ（偶数シリンダー）

　ＤＭＥ（エンジン） 　エアコンコンプレッサー

　ＤＭＥ（エンジン） 　エアダクト（フラップ１）

　ＤＭＥ（エンジン） 　エンジン停止

　ＤＭＥ（エンジン） 　キックダウン防止ソレノイドバルブ

　ＤＭＥ（エンジン） 　グロープラグコントロールランプ

　ＤＭＥ（エンジン） 　グロー時間リレー

　ＤＭＥ（エンジン） 　タンクベントバルブ

　ＤＭＥ（エンジン） 　デリバリーバルブの始点

　ＤＭＥ（エンジン） 　デリバリーポンプ

　ＤＭＥ（エンジン） 　パージコントロールソレノイド

　ＤＭＥ（エンジン） 　パワートレインランプチェック

　ＤＭＥ（エンジン） 　マップサーモスタット

　ＤＭＥ（エンジン） 　リレー追加冷却ファン

　ＤＭＥ（エンジン） 　電動ファン

　ＤＭＥ（エンジン） 　燃料ポンプ　リレー

　ＤＭＥ（エンジン） 　冷却水温

　ＤＭＥ２（デジタルエンジンエレクトロニクス） 　インジェクター５　ＯＦＦ

　ＤＭＥ２（デジタルエンジンエレクトロニクス） 　インジェクター６　ＯＦＦ

　ＤＭＥ２（デジタルエンジンエレクトロニクス） 　インジェクター７　ＯＦＦ

　ＤＭＥ２（デジタルエンジンエレクトロニクス） 　インジェクター８　ＯＦＦ

　ＤＭＥ２（デジタルエンジンエレクトロニクス） 　インテークカムシャフトポジションコントローラー

　ＤＭＥ２（デジタルエンジンエレクトロニクス） 　エキゾーストカムシャフトコントローラー

　ＤＭＥ２（デジタルエンジンエレクトロニクス） 　ソレノイドバルブ　タンクベンチレーション

　ＤＭＥ２（デジタルエンジンエレクトロニクス） 　給気圧アクチュエーター（ターボチャージャー）

　ＤＭＥ２（デジタルエンジンエレクトロニクス） 　触媒後Ｏ２センサーヒーティングコンバーター

　ＤＭＥ２（デジタルエンジンエレクトロニクス） 　触媒前Ｏ２センサーヒーティングコンバーター

　ＤＭＥ２（デジタルエンジンエレクトロニクス） 　補助電動ファン（リアのみ）

　ＤＳＣ（ダイナミックスタビリティーコントロール） 　コントロールユニットリセット

　ＤＳＣ（ダイナミックスタビリティーコントロール） 　プリチャージポンプ

　ＤＳＣ（ダイナミックスタビリティーコントロール） 　ポンプモーター

　ＤＳＣ（ダイナミックスタビリティーコントロール） 　ポンプモーターＯＮ

　ＤＳＣ（ダイナミックスタビリティーコントロール） 　リターンポンプ

　ＤＳＨＤ（ダブルサンルーフ） 　オートリモート閉

　ＤＶＤＣ（ＤＶＤチェンジャー） 　ＤＶＤイジェクト

　ＤＶＤＣ（ＤＶＤチェンジャー） 　ＤＶＤエマージェンシーイジェクト

　ＤＶＤＣ（ＤＶＤチェンジャー） 　ＭＯＳＴバス　：　ライト出力削減

　ＤＶＤＣ（ＤＶＤチェンジャー） 　コントロールユニットリセット

　ＤＶＤＣ（ＤＶＤチェンジャー） 　全てのＣＤ／ＤＶＤイジェクト

　ＤＷＡ（盗難防止装置） 　アラームシステムＬＥＤ

　ＤＷＡ（盗難防止装置） 　アラーム作動

　ＥＡＲＳＨ（リアエレクトリックアクティブロールスタビリゼーション） 　コントロールユニットリセット

　ＥＡＲＳＶ（フロントエレクトリックアクティブロールスタビリティゼーション） 　コントロールユニットリセット

　ＥＤＣ（エレクトロニックダンパーコントロール） 　コントロールユニットリセット

　ＥＤＣ（エレクトロニックダンパーコントロール） 　スポーツプラス調整

　ＥＤＣ（エレクトロニックダンパーコントロール） 　フロントアクスルソフト設定
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　ＥＤＣ（エレクトロニックダンパーコントロール） 　フロントアクスルハード設定

　ＥＤＣ（エレクトロニックダンパーコントロール） 　フロントアクスルミディアム設定

　ＥＤＣ（エレクトロニックダンパーコントロール） 　リアアクスルソフト設定

　ＥＤＣ（エレクトロニックダンパーコントロール） 　リアアクスルハード設定

　ＥＤＣ（エレクトロニックダンパーコントロール） 　リアアクスルミディアム設定

　ＥＤＣ（エレクトロニックダンパーコントロール） 　設定　コンフォートプログラム

　ＥＤＣ（エレクトロニックダンパーコントロール） 　設定　スポーツプログラム

　ＥＤＣＳＨＬ（リア左エレクトロニックダンパーコントロール） 　コントロールユニットリセット

　ＥＤＣＳＨＲ（リア右エレクトロニックダンパーコントロール） 　コントロールユニットリセット

　ＥＤＣＳＶＬ（フロント左エレクトロニックダンパーコントロール） 　コントロールユニットリセット

　ＥＤＣＳＶＲ（フロント右エレクトロニックダンパーコントロール） 　コントロールユニットリセット

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　Ａプログラム　グランドスイッチ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　Ａプログラム　グランドスイッチパルス

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　Ａプログラム　グランド切断

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　Ｂプログラム　グランドスイッチ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　Ｂプログラム　グランドスイッチパルス

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　Ｂプログラム　グランド切断

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　Ｅプログラム　グランドスイッチ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　Ｅプログラム　グランドスイッチパルス

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　Ｅプログラム　グランド切断

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　Ｍプログラム　グランドスイッチ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　Ｍプログラム　グランドスイッチパルス

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　Ｍプログラム　グランド切断

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　Ｐ／Ｎロックソレノイド　グランドスイッチ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　Ｐ／Ｎロックソレノイド　グランドスイッチパルス

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　Ｐ／Ｎロックソレノイド　グランド切断

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　Ｐ／Ｎロックソレノイド　ポジティブスイッチ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　Ｐ／Ｎロックソレノイド　ポジティブスイッチパルス

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　Ｐ／Ｎロックソレノイド　ポジティブ切断

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　Ｐ／Ｎロックソレノイドグランドスイッチ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　Ｐ／Ｎロックソレノイドグランド切断

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　Ｒロックソレノイド　グランド

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　Ｒロックソレノイド　開

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　Ｓプログラム　グランドスイッチ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　Ｓプログラム　グランドスイッチパルス

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　Ｓプログラム　グランド切断

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　Ｘプログラム　グランドスイッチ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　Ｘプログラム　グランドスイッチパルス

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　Ｘプログラム　グランド切断

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　インジケーターＡスイッチ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　インジケーターＳスイッチ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　インターロックソレノイドバルブ（ｍシフトレバーのみ）

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　エンジン干渉スイッチ　グランド

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　ギアレバーロックソレノイドバルブ（Ｍシフトレバーのみ）

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　グランドスイッチパルス外乱

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　グランドスイッチ外乱

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　グランド干渉

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　コントロールユニットリセット

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　コンポーネント学習

　ＥＧＳ（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　インターロック

　ＥＧＳ（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（Ｐｉｎ１７）　グランド

　ＥＧＳ（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（セレクターレバーインターロック）

　ＥＧＳ（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１　グランドスイッチ

　ＥＧＳ（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１　グランドスイッチパルス

　ＥＧＳ（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１　グランド切断

　ＥＧＳ（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１　ポジティプスイッチ

　ＥＧＳ（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１　ポジティブスイッチパルス

　ＥＧＳ（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１　ポジティブ切断

　ＥＧＳ（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１（Ｐｉｎ１６）　グランド

　ＥＧＳ（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１（Ｐｉｎ１６）　開

　ＥＧＳ（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１グランドスイッチ
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　ＥＧＳ（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１グランド切断

　ＥＧＳ（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２　グランドスイッチ

　ＥＧＳ（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２　グランドスイッチパルス

　ＥＧＳ（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２　グランド切断

　ＥＧＳ（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２　ポジティブスイッチ

　ＥＧＳ（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２　ポジティブスイッチパルス

　ＥＧＳ（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２　ポジティブ切断

　ＥＧＳ（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２（Ｐｉｎ１７）　開

　ＥＧＳ（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２グランドスイッチ

　ＥＧＳ（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２グランド切断

　ＥＧＳ（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３　グランドスイッチ

　ＥＧＳ（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３　グランドスイッチパルス

　ＥＧＳ（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３　グランド切断

　ＥＧＳ（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３グランドスイッチ

　ＥＧＳ（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３グランド切断

　ＥＧＳ（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４　グランドスイッチ

　ＥＧＳ（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４　グランドスイッチパルス

　ＥＧＳ（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４　グランド切断

　ＥＧＳ（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４グランドスイッチ

　ＥＧＳ（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４グランド切断

　ＥＧＳ（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５　グランドスイッチ

　ＥＧＳ（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５　グランドスイッチパルス

　ＥＧＳ（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５　グランド切断

　ＥＧＳ（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５グランドスイッチ

　ＥＧＳ（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５グランド切断

　ＥＧＳ（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６　グランドスイッチ

　ＥＧＳ（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６　グランドスイッチパルス

　ＥＧＳ（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６　グランド切断

　ＥＧＳ（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６（ＷＫ）グランドスイッチ

　ＥＧＳ（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６（ＷＫ）グランド切断

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　ソレノイドバルブバンド　ポジティブスイッチ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　ソレノイドバルブバンド　ポジティブスイッチパルス

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　ソレノイドバルブバンド　ポジティブ切断

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　プログラムＥ表示

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　プログラムＸ表示

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　ロックアップクラッチ　グランドスイッチ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　ロックアップクラッチ　グランドスイッチパルス

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　ロックアップクラッチ　グランド切断

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　ロックアップクラッチ　ポジティブスイッチ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　ロックアップクラッチ　ポジティブスイッチパルス

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　ロックアップクラッチ　ポジティブ切断

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　ロックアップクラッチＳＶ　グランド

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　ロックアップクラッチＳＶ　開

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　圧力レギュレータ　１５０ｍＡ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　圧力レギュレータ　１６０／７００Ｍａ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　圧力レギュレータ　１６０Ｍａ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　圧力レギュレータ　１６０Ｍａ／７００Ｍａ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　圧力レギュレータ　２００／９００Ｍａ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　圧力レギュレータ　２００Ｍａ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　圧力レギュレータ　７００Ｍａ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　圧力レギュレータ　７５０ｍＡ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　圧力レギュレータ　９００Ｍａ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　圧力レギュレータ　Ｅｄｓ１　１６０／７００Ｍａ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　圧力レギュレータ　Ｅｄｓ１　１６０Ｍａ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　圧力レギュレータ　Ｅｄｓ１　７００Ｍａ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　圧力レギュレータ　Ｅｄｓ２　１６０／７００Ｍａ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　圧力レギュレータ　Ｅｄｓ２　１６０Ｍａ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　圧力レギュレータ　Ｅｄｓ２　７００Ｍａ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　圧力レギュレータ　Ｅｄｓ３　１６０／７００Ｍａ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　圧力レギュレータ　Ｅｄｓ３　１６０Ｍａ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　圧力レギュレータ　Ｅｄｓ３　７００Ｍａ
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　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　圧力レギュレータ　Ｅｄｓ４　１６０／７００Ｍａ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　圧力レギュレータ　Ｅｄｓ４　１６０Ｍａ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　圧力レギュレータ　Ｅｄｓ４　７００Ｍａ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　圧力レギュレータ　Ｅｄｓ５　１６０／７００Ｍａ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　圧力レギュレータ　Ｅｄｓ５　１６０Ｍａ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　圧力レギュレータ　Ｅｄｓ５　７００Ｍａ

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　外乱インジケーター出力

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　外乱グランド切断

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　全適応値リセット

　ＥＧＳ（エレクトロニックトランスミッションコントロール） 　適応値消去

　ＥＨＣ（エレクトロニックハイトコントロール） 　エアサスペンションストラット下げる（リア右）

　ＥＨＣ（エレクトロニックハイトコントロール） 　エアサスペンションストラット下げる（リア左）

　ＥＨＣ（エレクトロニックハイトコントロール） 　エアサスペンションストラット上げる（リア右）

　ＥＨＣ（エレクトロニックハイトコントロール） 　エアサスペンションストラット上げる（リア左）

　ＥＨＣ（エレクトロニックハイトコントロール） 　エアスプリング充填　リア右

　ＥＨＣ（エレクトロニックハイトコントロール） 　エアスプリング充填　リア左

　ＥＨＣ（エレクトロニックハイトコントロール） 　エアスプリング排気　リア右

　ＥＨＣ（エレクトロニックハイトコントロール） 　エアスプリング排気　リア左

　ＥＨＣ（エレクトロニックハイトコントロール） 　コントロールユニットリセット

　ＥＨＣ（エレクトロニックハイトコントロール） 　コンプレッサー作動

　ＥＨＣ（エレクトロニックハイトコントロール） 　トランスポートモード消去

　ＥＨＣ（エレクトロニックハイトコントロール） 　プロダクションモード削除

　ＥＨＣ（エレクトロニックハイトコントロール） 　リアアクスル下げる

　ＥＨＣ（エレクトロニックハイトコントロール） 　リアアクスル上げる

　ＥＨＣ（エレクトロニックハイトコントロール） 　車高０点

　ＥＨＣ（エレクトロニックライドハイトコントロール） 　エアスプリング充填　リア右

　ＥＨＣ（エレクトロニックライドハイトコントロール） 　エアスプリング充填　リア左

　ＥＨＣ（エレクトロニックライドハイトコントロール） 　エアスプリング排気　リア右

　ＥＨＣ（エレクトロニックライドハイトコントロール） 　エアスプリング排気　リア左

　ＥＨＣ（エレクトロニックライドハイトコントロール） 　コントロールユニットリセット

　ＥＨＣ（エレクトロニックライドハイトコントロール） 　トランスポートモード消去

　ＥＨＣ（エレクトロニックライドハイトコントロール） 　リアシーケンス上昇／下降

　ＥＨＣ（エレクトロニックライドハイトコントロール） 　リア右シーケンス上昇／下降

　ＥＨＣ（エレクトロニックライドハイトコントロール） 　リア左シーケンス上昇／下降

　ＥＫＰＳ（エレクトロニックフューエルポンプコントロール） 　コントロールユニットリセット

　ＥＫＰＳ（エレクトロニックフューエルポンプコントロール） 　トランスポートモードリセット

　ＥＫＰＳ（エレクトロニックフューエルポンプコントロール） 　フューエルポンプアクティベーション（１２０ｌ／ｈ）

　ＥＫＰＳ（エレクトロニックフューエルポンプコントロール） 　フューエルポンプアクティベーション（６０／ｈ）

　ＥＫＰＳ（エレクトロニックフューエルポンプコントロール） 　フューエルポンプ圧力コントローラーアクティベーション（１２０ｌ／ｈ）

　ＥＫＰＳ（エレクトロニックフューエルポンプコントロール） 　フューエルポンプ圧力制御作動

　ＥＭＡＬＩ（左電動リール） 　ドライブ交換

　ＥＭＡＲＥ（右電動リール） 　ドライブ交換

　ＥＭＦ（パーキングブレーキ） 　ワークショップブレーキベディングイン作動

　ＥＭＦ（パーキングブレーキ） 　ワークショップブレーキベディングイン停止

　ＥＭＦ（パーキングブレーキ） 　オートホールドファンクション作動

　ＥＭＦ（パーキングブレーキ） 　オートホールドファンクション動作停止

　ＥＭＦ（パーキングブレーキ） 　スリープモード作動

　ＥＭＦ（パーキングブレーキ） 　取付けモードＯＦＦ

　ＥＭＦ（パーキングブレーキ） 　取付けモードＯＮ

　ＥＰＳ（電気機械式パワーステアリング） 　ＥＰＳ機能ディスプレー

　ＥＰＳ（電気機械式パワーステアリング） 　コントロールユニットリセット

　ＦＢＩ（フレキシブルバスインターフェイス） 　ＭＯＳＴバス　：　ライト出力削減

　ＦＢＩ（フレキシブルバスインターフェイス） 　コントロールユニットリセット

　ＦＢＺＭ（後席センターコンソール操作ユニット） 　ＬＥＤ　ＯＦＦ

　ＦＢＺＭ（後席センターコンソール操作ユニット） 　ＬＥＤ　ＯＮ

　ＦＣＯＮ（後席コントローラー） 　ＲＳＥ作動ＬＥＤ

　ＦＣＯＮ（後席コントローラー） 　コントロールユニットリセット

　ＦＣＯＮ（後席コントローラー） 　右モーター

　ＦＣＯＮ（後席コントローラー） 　左モーター

　ＦＤ（後席ディスプレー） 　コントロールユニットリセット

　ＦＤ（後席ディスプレー） 　ディスプレーＯＦＦ／ＯＮ
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　ＦＤ（後席ディスプレー） 　ディスプレースイッチ

　ＦＤ（後席ディスプレー） 　ディスプレー照度最大

　ＦＤ（後席ディスプレー） 　テストカード　グリーン

　ＦＤ（後席ディスプレー） 　テストカード　ブラック

　ＦＤ（後席ディスプレー） 　テストカード　ブルー

　ＦＤ（後席ディスプレー） 　テストカード　レッド

　ＦＤ２（後席ディスプレー２） 　コントロールユニットリセット

　ＦＤ２（後席ディスプレー２） 　ディスプレーＯＦＦ／ＯＮ

　ＦＤ２（後席ディスプレー２） 　ディスプレー照度最大

　ＦＤ２（後席ディスプレー２） 　テストカード　グリーン

　ＦＤ２（後席ディスプレー２） 　テストカード　ブラック

　ＦＤ２（後席ディスプレー２） 　テストカード　ブルー

　ＦＤ２（後席ディスプレー２） 　テストカード　レッド

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　ＡＨＬ基準動作

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　エクステリアミラー調光

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　ＥＬＶアンロッキング

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　ＥＬＶロッキング

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　取付モード：　スターターモーターロック作動／非作動

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　ＬＷＲ基準動作

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　格納／作動（リアスポイラー）

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　ヘッドライトクリーニングシステムポンプＯＮ

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　リアウィンドウウォッシャーポンプＯＮ

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　フロントガラスウォッシャーポンプＯＮ

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　アンビエント／インテリアランプ

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　アンビエントライト（クラシック）

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　アンビエントライト（モダン）

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　アンロッキング

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　ウィンカー　右

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　ウィンカー　左

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　エアコンコンプレッサー

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　エクステリアミラーＬＥＤ　ＯＮ

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　オートパーキングファンクション

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　グラウンドライト

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　コーナリングライト

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　コントロールユニットクイックリセット

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　コントロールユニットリセット

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　コンプレッサークラッチ開

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　コンプレッサークラッチ閉

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　ステアリングホイールヒーターＬＥＤ

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　ステアリングホイールヒーティング

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　ステアリングホイール振動

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　ステップモーターコントローラー作動（右－＞右下）

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　ステップモーターコントローラー作動（右－＞右上）

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　ステップモーターコントローラー作動（右－＞左下）

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　ステップモーターコントローラー作動（右－＞左上）

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　ステップモーターコントローラー作動（左－＞右下）

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　ステップモーターコントローラー作動（左－＞右上）

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　ステップモーターコントローラー作動（左－＞左下）

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　ステップモーターコントローラー作動（左－＞左上）

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　セントラルロッキングボタン

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　ダブルアンロック　アンロック（車両）

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　チャイルドセーフティーキャッチ表示灯

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　バイキセノンフラップ（ロービームＯＮ）

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　ハイビームヘッドライト

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　ハザード警告灯

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　バックランプ

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　バックランプ（ターミナル５８ｇ）

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　フォグライト　リア

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　フォグランプ

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　フットウェルライト（フロント）

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　フットウェルライト（リア）
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　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　プレイ保護カウンター消去

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　ブレーキランプ

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　フロントガラスワイパーＯＦＦ（サービス位置）

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　フロントガラスワイパーＯＦＦ（取付け位置）

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　フロントガラスワイパーＯＦＦ（停止位置）

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　フロントガラスワイパーＯＮ（サービス位置）

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　フロントガラスワイパーＯＮ（ステージ１）

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　フロントガラスワイパーＯＮ（ステージ２）

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　フロントガラスワイパーＯＮ（取付け位置）

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　フロントガラスワイパーＯＮ（停止位置）

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　ホーン

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　ミラー格納／展開

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　レインセンサーＬＥＤ

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　レーンチェンジウォーニングＬＥＤ

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　ロービームヘッドライト

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　ロッキング

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　右方向移動

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　運転席パワーウィンドウスイッチ開

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　運転席パワーウィンドウスイッチ閉

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　運転席パワーウィンドウレギュレーター初期化

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　運転席取外し位置

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　運転席取付け位置

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　下方向移動

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　左方向移動

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　室内エレクトロクロミックミラー

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　車線逸脱警告ＬＥＤ

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　助手席パワーウィンドウスイッチ開

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　助手席パワーウィンドウスイッチ閉

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　助手席パワーウィンドウレギュレーター初期化

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　助手席取外し位置

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　助手席取付け位置

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　衝突警告ボタンＬＥＤ

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　上方向移動

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　全フロントパワーウィンドウ開

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　全フロントパワーウィンドウ閉

　ＦＥＭ（フロントエレクトロニックモジュール） 　二段式ブレーキランプ（中央）

　ＦＫＡ（後席ヒーター　エアコン） 　ＩＨＫＡ表示灯

　ＦＫＡ（後席ヒーター　エアコン） 　コントロールユニットリセット

　ＦＫＡ（後席ヒーター　エアコン） 　シートヒーター９０％（リア右）

　ＦＫＡ（後席ヒーター　エアコン） 　シートヒーター９０％（リア左）

　ＦＫＡ（後席ヒーター　エアコン） 　スタートリファレンスランフラップモーター

　ＦＫＡ（後席ヒーター　エアコン） 　ディスプレーテスト

　ＦＫＡ（後席ヒーター　エアコン） 　ブロワー８０％

　ＦＫＡ（後席ヒーター　エアコン） 　フロント冷媒バルブＯＮ

　ＦＫＡ（後席ヒーター　エアコン） 　リアコンパートメントブロワー８０％

　ＦＫＡ（後席ヒーター　エアコン） 　右ストラティフィケーションフラップ５０％

　ＦＫＡ（後席ヒーター　エアコン） 　右ベンチレーションフラップ５０％

　ＦＫＡ（後席ヒーター　エアコン） 　左ストラティフィケーションフラップ５０％

　ＦＫＡ（後席ヒーター　エアコン） 　左ベンチレーションフラップ５０％

　ＦＫＡ（後席ヒーター　エアコン） 　助手席側フロントおよびリアコンパートメント冷媒バルブＯＮ

　ＦＫＡ（後席ヒーター　エアコン） 　助手席側リアコンパートメントブロワー　１００％

　ＦＫＡ（後席ヒーター　エアコン） 　助手席側リアコンパートメント冷媒バルブＯＮ

　ＦＫＡ（後席ヒーター　エアコン） 　電動補助ヒーター１００％（右）

　ＦＫＡ（後席ヒーター　エアコン） 　電動補助ヒーター１００％（左）

　ＦＬＡ（ハイビームアシスタント） 　コントロールユニットリセット

　ＦＬＡ（ハイビームアシスト） 　コントロールユニットリセット

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　２段階ブレーキランプ

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ＢＭＷナイトビジョンボタンＯＮ

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ＬＥＤオートマティックドライビングライト制御

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ＬＥＤハイビームアシスト

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ＬＥＤハザード警告スイッチ
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　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ＬＷＲ基本設定

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ＳＭＣをボタン右から左に移動する　右

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　インテリアランプ

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　インテリアランプ　高い

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　インテリアランプ（フロント）

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ウィンカー　右

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ウィンカー　左

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　オールブロックムーブメントリセットカウンター

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　カーブポジションミラー

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　グラウンドライト

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　コーナリングライト（ＡＨＬあり）

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　コントロールユニットリセット

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　サイドマーカーランプ

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　サイドランプ／デイタイムドライビングランプ（フロント）

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ステアリングコラム傾斜（下）

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ステアリングコラム傾斜（上）

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ステアリングコラム初期化

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ステアリングコラム長（後）

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ステアリングコラム長（前）

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ステアリングホイールヒーティング

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ステップモーターコントローラー作動（右－＞右下）

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ステップモーターコントローラー作動（右－＞右上）

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ステップモーターコントローラー作動（右－＞左上）

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ステップモーターコントローラー作動（左－＞右下）

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ステップモーターコントローラー作動（左－＞右上）

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ステップモーターコントローラー作動（左－＞左下）

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ステップモーターコントローラー作動（左－＞左上）

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ターミナル５８Ｇ　高い

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ターミナル５８Ｇベーシック

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ターンインジケーター

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　チャイルドセーフティーキャッチＯＮ／ＯＦＦ

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　チャイルドセーフティーキャッチスイッチ　ＯＮ／ＯＦＦ

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　デイタイムドライビングライト

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　テールランプ

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　テールランプ（外側）

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ナンバープレート灯

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　バイキセノンシャッター（ロービーム時ＯＮ）

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ハイビームヘッドライト

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ハザードフラッシャーＬＥＤ

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ハザード警告スイッチ

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ハザード警告灯

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　バックランプ

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　パワーウィンドウ開（運転席）

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　パワーウィンドウ開（助手席）

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　パワーウィンドウ閉（運転席）

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　パワーウィンドウ閉（助手席）

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　フォグライト　リア

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　フォグランプ

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　フォグランプ（Ｍモデル以外）

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　プレイ保護カウンター消去

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ブレーキランプ

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ブレーキランプ（中央）

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　フロントウィンカーランプ

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　フロントサイドランプ

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　フロント助手席シートベルトハンドオーバー延長

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　フロント助手席シートベルトハンドオーバー格納

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ベーシックインテリアランプ

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ヘッドアップディスプレーボタンＯＮ

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ミラーヒーター

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ミラーヒーターＯＦＦ

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ミラーヒーターＯＮ
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　ＦＲＭ（足元モジュール） 　リアインテリアランプ

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　リアウィンカーランプ

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　リファレンスラン　右ヘッドランプ垂直方向コントロール

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　リファレンスラン　左ヘッドランプ垂直方向コントロール

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　リファレンスランＡＨＬ（アダプティブコーナリングライト）センサーありシステム

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　リファレンスランＡＨＬ（アダプティブコーナリングライト）センサーなしシステム

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　リファレンスランＡＨＬ（アダプティブコーナリングライト）右センサーあり

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　リファレンスランＡＨＬ（アダプティブコーナリングライト）右センサーなし

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　リファレンスランＡＨＬ（アダプティブコーナリングライト）左センサーあり

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　リファレンスランＡＨＬ（アダプティブコーナリングライト）左センサーなし

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　リファレンス作動　ＬＷＲ（右）

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　リファレンス作動　ＬＷＲ（左）

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　リファレンス作動　ＳＭＣ　センサー有り

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　レーンチェンジウォーニングボタンＬＥＤ

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ロービームヘッドライト

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　ロケーションランプ（ターミナル５８Ｇ）

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　右ＡＨＬ（アダプティブコーナリングライト）右下作動

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　右ＡＨＬ（アダプティブコーナリングライト）右上作動

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　右ＡＨＬ（アダプティブコーナリングライト）左下作動

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　右ＡＨＬ（アダプティブコーナリングライト）左上作動

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　右ＬＷＲ基準動作

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　運転席ウィンドウ開

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　運転席ウィンドウ閉

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　運転席シートベルトハンドオーバー延長

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　運転席シートベルトハンドオーバー格納

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　運転席シートマッサージＬＥＤ

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　運転席シートメモリーＬＥＤ

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　運転席ジェントルマンＬＥＤ

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　運転席側ウィンドウ開

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　運転席側ウィンドウ閉

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　運転席側右

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　運転席側下限

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　運転席側左

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　運転席側上限

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　格納式ミラー（上／下）

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　減光ミラー

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　左ＡＨＬ（アダプティブコーナリングライト）右下作動

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　左ＡＨＬ（アダプティブコーナリングライト）右上作動

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　左ＡＨＬ（アダプティブコーナリングライト）左下作動

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　左ＡＨＬ（アダプティブコーナリングライト）左上作動

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　左ＬＷＲ基準動作

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　車内灯

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　車内灯（ドア）

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　助手席シートマッサージＬＥＤ

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　助手席シートメモリーＬＥＤ

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　助手席側（右）

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　助手席側（下）

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　助手席側（左）

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　助手席側（上）

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　助手席側ウィンドウ開

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　助手席側ウィンドウ閉

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　助手席側右

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　助手席側下限

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　助手席側左

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　助手席側上限

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　衝突警告ボタンＬＥＤ

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　折り畳み式ミラー上／下

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　折り畳み式ミラー上／下両方

　ＦＲＭ（足元モジュール） 　内側テールランプ

　ＦＲＳＦ（長距離前方レーダーセンサー） 　コントロールユニットリセット

　ＦＺＤ（ルーフ機能センター） 　アラームシステムＯＦＦ
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　ＦＺＤ（ルーフ機能センター） 　アラームシステムＯＮ

　ＦＺＤ（ルーフ機能センター） 　アラームシステムエマージェンシーパワーサイレン

　ＦＺＤ（ルーフ機能センター） 　アラームシステム発光ダイオード

　ＦＺＤ（ルーフ機能センター） 　インテリアランプ＆リーディングランプ

　ＦＺＤ（ルーフ機能センター） 　コントロールユニットリセット

　ＦＺＤ（ルーフ機能センター） 　スライディング／チルトサンルーフ下降

　ＦＺＤ（ルーフ機能センター） 　スライディング／チルトサンルーフ開

　ＦＺＤ（ルーフ機能センター） 　スライディング／チルトサンルーフ上昇

　ＦＺＤ（ルーフ機能センター） 　スライディング／チルトサンルーフ閉

　ＦＺＤ（ルーフ機能センター） 　スライディングトリム開

　ＦＺＤ（ルーフ機能センター） 　スライディングフィニッシャー閉

　ＦＺＤ（ルーフ機能センター） 　フロント右メイクアップランプ（サンバイザー格納／ミラーカバー開）

　ＦＺＤ（ルーフ機能センター） 　フロント左メイクアップランプ（サンバイザー格納／ミラーカバー開）

　ＦＺＤ（ルーフ機能センター） 　リア右メイクアップランプ（ミラーカバー開）

　ＦＺＤ（ルーフ機能センター） 　リア左メイクアップランプ（ミラーカバー開）

　ＦＺＤ（ルーフ機能センター） 　リーディングライト　フロント右

　ＦＺＤ（ルーフ機能センター） 　リーディングライト　フロント左

　ＦＺＤ（ルーフ機能センター） 　リーディングライト　リア右

　ＦＺＤ（ルーフ機能センター） 　リーディングライト　リア左

　ＧＨＡＳ（レギュレーテッドディファレンシャルロック） 　コントロールユニットリセット

　ＧＭ（ベーシックモジュール） 　ＤＷＡ（盗難防止システム）　ＬＥＤ（３０秒）

　ＧＭ（ベーシックモジュール） 　ＤＷＡ（盗難防止システム）クラクション（３秒）

　ＧＭ（ベーシックモジュール） 　アンロッキング

　ＧＭ（ベーシックモジュール） 　シート高さ　アップ

　ＧＭ（ベーシックモジュール） 　シート高さ　ダウン

　ＧＭ（ベーシックモジュール） 　ステアリングコラム／サイ（後方）

　ＧＭ（ベーシックモジュール） 　ステアリングコラム／サイ（前方）

　ＧＭ（ベーシックモジュール） 　スレッド（後方）

　ＧＭ（ベーシックモジュール） 　スレッド（前方）

　ＧＭ（ベーシックモジュール） 　ダブルロッキング

　ＧＭ（ベーシックモジュール） 　バックレストアップ

　ＧＭ（ベーシックモジュール） 　バックレストダウン

　ＧＭ（ベーシックモジュール） 　レストレイントアップ

　ＧＭ（ベーシックモジュール） 　レストレイントダウン

　ＧＭ（ベーシックモジュール） 　ロッキング

　ＧＭ（ベーシックモジュール） 　運転席ウィンドウ　開

　ＧＭ（ベーシックモジュール） 　運転席ウィンドウ　閉

　ＧＭ（ベーシックモジュール） 　運転席側ミラー（右）

　ＧＭ（ベーシックモジュール） 　運転席側ミラー（左）

　ＧＭ（ベーシックモジュール） 　運転席側ミラーアップ

　ＧＭ（ベーシックモジュール） 　傾斜アップ

　ＧＭ（ベーシックモジュール） 　傾斜ダウン

　ＧＭ（ベーシックモジュール） 　車内灯（ＩＢ）

　ＧＭ（ベーシックモジュール） 　車両盗難防止機能無効（３０秒）

　ＧＭ（ベーシックモジュール） 　助手席ウィンドウ　閉

　ＧＭ（ベーシックモジュール） 　助手席側　開

　ＧＭ（ベーシックモジュール） 　助手席側ミラー（左）

　ＧＷＳ（ギアセレクタースイッチ） 　コントロールユニットリセット

　ＧＷＳ（ギアセレクタースイッチ） 　スポーツボタンＬＥＤ

　ＧＷＳ（ギアセレクタースイッチ） 　マニュアルゲート　エコノミーロック

　ＧＷＳ（ギアセレクタースイッチ） 　マニュアルゲート開放

　ＧＷＳ（ギアセレクタースイッチ） 　ロケーターランプ

　ＧＷＳ（ギアセレクタースイッチ） 　機能表示

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　ウォッシャージェットヒーターＯＦＦ

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　ウォッシャージェットヒーターＯＮ

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　エアミックスフラップ１００％

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　エアミックスフラップ５０％

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　コールドエアフラップ５０％

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　コントロールユニットリセット

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　シートヒーターＬＥＤ

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　スタートリファレンスランフラップモーター
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　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　デフロスターフラップ５０％

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　ヒーターエアコンブロワー０％

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　ヒーターエアコンブロワー１００％

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　ヒーター付きフロントガラス

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　ヒーター付きリアガラス（ＯＦＦ）

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　ヒーター付きリアガラス（ＯＮ）

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　ヒーテッドリアウィンドウ

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　フラップモーター操作

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　フラップモーター補正実行

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　ブロワー８０％

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　右ウォーターバルブ１００％

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　右ウォーターバルブ５０％

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　右エアミックスフラップ１００％

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　右エア配分フラップ０％

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　右エア配分フラップ１００％

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　右ストラティフィケーションフラップ０％

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　右ベンチレーションフラップ５０％

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　右側新気導入／再循環エアフラップ５０％

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　右足元フラップ５０％

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　外気温度基準値２゜Ｃ

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　外気導入／内気循環フラップ０％

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　外気導入／内気循環フラップ１００％

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　慣らし運転保護無効

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　慣らし運転保護有効

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　機能ＬＥＤ

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　左ウォーターバルブ１００％

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　左ウォーターバルブ５０％

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　左エアミックスフラップ１００％

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　左エア配分フラップ０％

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　左エア配分フラップ１００％

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　左ストラティフィケーションフラップ０％

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　左ベンチレーションフラップ５０％

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　左側新気導入／再循環エアフラップ５０％

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　左足元フラップ５０％

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　助手席側リアストラティフィケーションフラップ５０％

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　送風フラップ１００％

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　送風フラップ５０％

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　電動補助ヒーター１００％（ディーゼル）

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　補助ウォーターポンプＯＦＦ

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　補助ウォーターポンプＯＮ

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　補助ファンＯＦＦ

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　補助ファンＯＮ

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　冷媒シャットオフバルブ　冷却系統（フロント）

　ＨＫＡ（リアキャビンオートマチックエアコン） 　冷媒シャットオフバルブ　冷却系統（リア）

　ＨＫＦＭ（テールゲートファンクションモジュール） 　コントロールユニットリセット

　ＨＫＦＭ（テールゲートファンクションモジュール） 　トランクリッド　開

　ＨＫＦＭ（テールゲートファンクションモジュール） 　トランクリッド　閉

　ＨＫＦＭ（テールゲートファンクションモジュール） 　ロールアップ式ラゲッジコンパートメントカバー（ボタン位置）

　ＨＫＦＭ（テールゲートファンクションモジュール） 　ロールアップ式ラゲッジコンパートメントカバー（上部位置）

　ＨＫＬ（トランクリッドリフト） 　アコースティックセンサー（ブザー）

　ＨＫＬ（トランクリッドリフト） 　コントロールユニットリセット

　ＨＫＬ（トランクリッドリフト） 　テールゲートオープン

　ＨＫＬ（トランクリッドリフト） 　テールゲート閉

　ＨＫＬ（トランクリッドリフト） 　トランクリッド　開

　ＨＫＬ（トランクリッドリフト） 　トランクリッド　閉

　ＨＫＬ（トランクリッドリフト） 　ハイドロリックポンプ　：　開

　ＨＫＬ（トランクリッドリフト） 　ハイドロリックポンプ　：　閉

　ＨＫＬ（自動ラゲッジコンパートメントリッドアクチュエーター） 　アコースティックセンサー（ブザー）

　ＨＫＬ（自動ラゲッジコンパートメントリッドアクチュエーター） 　コントロールユニットリセット

　ＨＫＬ（自動ラゲッジコンパートメントリッドアクチュエーター） 　テールゲートオープン

　ＨＫＬ（自動ラゲッジコンパートメントリッドアクチュエーター） 　テールゲート閉
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　ＨＫＬ（自動ラゲッジコンパートメントリッドアクチュエーター） 　トランクリッド　開

　ＨＫＬ（自動ラゲッジコンパートメントリッドアクチュエーター） 　トランクリッド　閉

　ＨＵ－Ｂ 　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ検知モードＯＦＦ

　ＨＵ－Ｂ 　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ検知モードＯＮ

　ＨＵ－Ｂ 　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ作動

　ＨＵ－Ｂ 　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ非作動

　ＨＵ－Ｂ 　ＤＶＤエマージェンシーイジェクト

　ＨＵ－Ｂ 　ＳＤＡＲＳ作動（ＵＳバージョンのみ）

　ＨＵ－Ｂ 　コントロールゴング出力チェック

　ＨＵ－Ｂ 　コントロールユニットリセット

　ＨＵ－Ｂ 　サウンドテスト（１００　Ｈｚ）

　ＨＵ－Ｂ 　サウンドテスト（１０００　Ｈｚ）

　ＨＵ－Ｂ 　サウンドテスト（１００００　Ｈｚ）

　ＨＵ－Ｂ 　ステーションサーチ開始

　ＨＵ－Ｂ 　チューナー周波数８８．９ＭＨｚ（ＦＭ）

　ＨＵ－Ｂ 　ディスプレーＯＦＦ／ＯＮ

　ＨＵ－Ｂ 　ディスプレー照度最大

　ＨＵ－Ｂ 　テストカード　グリーン

　ＨＵ－Ｂ 　テストカード　ブラック

　ＨＵ－Ｂ 　テストカード　ブルー

　ＨＵ－Ｂ 　テストカード　レッド

　ＨＵ－Ｂ 　トラフィックレポートスイッチＯＦＦ（ヨーロッパ）

　ＨＵ－Ｂ 　トラフィックレポートスイッチＯＮ（ヨーロッパ）

　ＨＵ－Ｂ 　フロントＰＤＣ信号音出力

　ＨＵ－Ｂ 　ラジオデータシステムＯＦＦ

　ＨＵ－Ｂ 　ラジオデータシステムＯＮ

　ＨＵ－Ｂ 　一番強いＴＶチャンネル　ステーションサーチ

　ＨＵ－Ｂ 　音設定リセット

　ＨＵ－Ｂ 　個人情報削除（全て）

　ＨＵ－Ｂ 　周波数帯変更（ＡＭ－＞ＦＭ）

　ＨＵ－Ｂ 　接続Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスを削除

　ＨＵ－Ｂ 　無信号テスト画面

　ＨＵＤ（ヘッドアップディスプレー） 　ＨＵＤ照度（－）

　ＨＵＤ（ヘッドアップディスプレー） 　ＨＵＤ照度最大

　ＨＵＤ（ヘッドアップディスプレー） 　ＭＯＳＴバス　：　ライト出力削減

　ＨＵＤ（ヘッドアップディスプレー） 　コントロールユニットリセット

　ＨＵＤ（ヘッドアップディスプレー） 　ハイト調整テストカード

　ＨＵＤ（ヘッドアップディスプレー） 　ヘッドアップディスプレーセルフテスト

　ＨＵ－Ｈ（ハイヘッドユニット） 　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ作動

　ＨＵ－Ｈ（ハイヘッドユニット） 　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ非作動

　ＨＵ－Ｈ（ハイヘッドユニット） 　ＤＶＤイジェクト

　ＨＵ－Ｈ（ハイヘッドユニット） 　ＤＶＤエマージェンシーイジェクト

　ＨＵ－Ｈ（ハイヘッドユニット） 　ＳＤＡＲＳ作動（ＵＳバージョンのみ）

　ＨＵ－Ｈ（ハイヘッドユニット） 　コントロールゴング出力チェック

　ＨＵ－Ｈ（ハイヘッドユニット） 　コントロールユニットリセット

　ＨＵ－Ｈ（ハイヘッドユニット） 　サウンドテスト（１００　Ｈｚ）

　ＨＵ－Ｈ（ハイヘッドユニット） 　サウンドテスト（１０００　Ｈｚ）

　ＨＵ－Ｈ（ハイヘッドユニット） 　サウンドテスト（１００００　Ｈｚ）

　ＨＵ－Ｈ（ハイヘッドユニット） 　ステーションサーチ開始

　ＨＵ－Ｈ（ハイヘッドユニット） 　チューナー周波数８８．９ＭＨｚ（ＦＭ）

　ＨＵ－Ｈ（ハイヘッドユニット） 　ディスプレーＯＦＦ／ＯＮ

　ＨＵ－Ｈ（ハイヘッドユニット） 　テストカード　グリーン

　ＨＵ－Ｈ（ハイヘッドユニット） 　テストカード　ブラック

　ＨＵ－Ｈ（ハイヘッドユニット） 　テストカード　ブルー

　ＨＵ－Ｈ（ハイヘッドユニット） 　テストカード　レッド

　ＨＵ－Ｈ（ハイヘッドユニット） 　トラフィックレポートＯＦＦ

　ＨＵ－Ｈ（ハイヘッドユニット） 　トラフィックレポートＯＮ

　ＨＵ－Ｈ（ハイヘッドユニット） 　ハードディスクプロテクションモードＯＦＦ

　ＨＵ－Ｈ（ハイヘッドユニット） 　フロントＰＤＣ信号音出力

　ＨＵ－Ｈ（ハイヘッドユニット） 　ラジオデータシステムＯＦＦ

　ＨＵ－Ｈ（ハイヘッドユニット） 　ラジオデータシステムＯＮ
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　ＨＵ－Ｈ（ハイヘッドユニット） 　一番強いＴＶチャンネル　ステーションサーチ

　ＨＵ－Ｈ（ハイヘッドユニット） 　音設定リセット

　ＨＵ－Ｈ（ハイヘッドユニット） 　接続Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスを削除

　ＨＵ－Ｈ（ハイヘッドユニット） 　無信号テスト画面

　ＩＢＯＣ（デジタルチューナーＵＳ） 　ＭＯＳＴバス　：　ライト出力削減

　ＩＢＯＣ（デジタルチューナーＵＳ） 　コントロールユニットリセット

　ＩＣＭ（インテグレーテッドシャーシマネージメント） 　ＨＤＣファンクションＬＥＤ　ＯＮ

　ＩＣＭ（インテグレーテッドシャーシマネージメント） 　ＰＤＣファンクションＬＥＤ　ＯＮ

　ＩＣＭ（インテグレーテッドシャーシマネージメント） 　ＳＷＷセルフテスト実行

　ＩＣＭ（インテグレーテッドシャーシマネージメント） 　エクステリアミラーＬＥＤ　ＯＮ

　ＩＣＭ（インテグレーテッドシャーシマネージメント） 　ステアリングホイールバイブレーション作動（レーンチェンジウォーニング作動）

　ＩＣＭ（インテグレーテッドシャーシマネージメント） 　ステアリングホイール振動ＯＮ

　ＩＣＭ（インテグレーテッドシャーシマネージメント） 　ブレーキテストスタンドモードＯＦＦ

　ＩＣＭ（インテグレーテッドシャーシマネージメント） 　ローラーテストベンチモード無効

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　ＩＨＫＡ表示灯

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　エアコンコンプレッサー試運転保護ＯＦＦ（エンジンＯＮ時）

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　エアコンコンプレッサー試運転保護ＯＮ（エンジンＯＮ時）

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　コントロールユニットリセット

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　ディスプレーテスト

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　デフロスターフラップ０％

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　デフロスターフラップ１００％

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　フラップモーター操作

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　フラップモーター補正実行

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　ブロワー８０％

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　フロント右エアミックスフラップ０％

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　フロント右エアミックスフラップ１００％

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　フロント右足元フラップ０％

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　フロント右足元フラップ１００％

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　フロント左エアミックスフラップ０％

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　フロント左エアミックスフラップ１００％

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　フロント左足元フラップ０％

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　フロント左足元フラップ１００％

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　リア右エアミックスフラップ０％

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　リア右エアミックスフラップ１００％

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　リア右足元フラップ０％

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　リア右足元フラップ１００％

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　リア左エアミックスフラップ０％

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　リア左エアミックスフラップ１００％

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　リア左足元フラップ０％

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　リア左足元フラップ１００％

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　外気導入フラップ０％

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　外気導入フラップ１００％

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　外側右ベンチレーションフラップ０％

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　外側右ベンチレーションフラップ１００％

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　外側左ベンチレーションフラップ０％

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　外側左ベンチレーションフラップ１００％

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　中央右ベンチレーションフラップ０％

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　中央右ベンチレーションフラップ１００％

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　中央左ベンチレーションフラップ０％

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　中央左ベンチレーションフラップ１００％

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　独立補助ヒーターアンロック

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　内気循環フラップ０％

　ＩＨＫＡ（ヒーター　エアコン） 　内気循環フラップ１００％

　ＩＫＥ（インストルメントクラスター） 　ＡＴＦ（オートマチックトランスミッションフルード）インスペクション

　ＩＫＥ（インストルメントクラスター） 　オイルサービス

　ＩＫＥ（インストルメントクラスター） 　タイムインスペクション

　ＩＫＥ（インストルメントクラスター） 　ディスタンスインスペクション

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　Ａ／Ｃ（エアコン）コンプレッサー内コントロールバルブ

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　ウィンドシールドクリーニングポンプ

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　ウォーターバルブ（エンジンＮ５２のみ）

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　ウォーターバルブ（右）
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　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　ウォーターバルブ（左）

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　ウォッシャージェット（ＨＩバージョンのみ）

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　ウォッシャージェットミラー（ベーシックバリアントのみ）

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　ウォッシャーノズルヒーティング

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　エアコンコンプレッサーコントロールバルブ

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　コントロールユニットリセット

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　コンプレッサークラッチ

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　シートヒーター（運転席側リア）

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　シートヒーター（助手席側リア）

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　シートマッサージＬＥＤ（運転席側リア）

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　シートマッサージＬＥＤ（助手席側リア）

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　ステアリングホイールヒーターＬＥＤ

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　ダブルアンロッキング

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　ダブルアンロッキングおよびアンロッキング

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　ダブルアンロッキングおよびアンロッキング（リアリッド）

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　ダブルアンロッキングおよびアンロッキング（運転席）

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　ダブルアンロック

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　ダブルアンロック　アンロック

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　ダブルアンロック　アンロック（運転席）

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　ダブルアンロックおよびアンロック（運転席）

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　テールゲートアンロック

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　デッドロックリリースおよびテールゲートアンロック（スモール）／リアウィンドウ

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　トランクリッド／テールゲートロック

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　バイステーブルリレースイッチ（フロント）

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　バイステーブルリレースイッチ（リア）

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　パワーウィンドウ開（運転席側リア）

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　パワーウィンドウ開（助手席側リア）

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　パワーウィンドウ閉（運転席側リア）

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　パワーウィンドウ閉（助手席側リア）

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　ヒーテッドリアウィンドウリレー

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　フロントウィンドシールドウォッシャーポンプ

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　フロントガラスワイパー（サービス位置）

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　フロントガラスワイパー（ステージ１）

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　フロントガラスワイパー（ステージ２）

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　ヘッドライトウォッシャーポンプ

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　ヘッドライトクリーニングシステムウォッシャーポンプ

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　ホーン

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　ミラーヒーター

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　リアウィンドウウォッシャーポンプ

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　リアウィンドウロック（Ｅ９１のみ）

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　リアウォッシャーポンプ

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　リアリッドアンロック

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　リアワイパー

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　リアワイパーモーター

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　ローラーサンブラインド　－　アップ

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　ローラーサンブラインド　－　ダウン

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　ローラーサンブラインド（リアウィンドウ）

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　ローラーサンブラインド（運転席側リア）

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　ローラーサンブラインド（助手席側リア）

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　ロールアップ式ラゲッジコンパートメントカバー（右アンロック）

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　ロールアップ式ラゲッジコンパートメントカバー（左アンロック）

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　ロッキング

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　ロッキングおよびダブルロッキング

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　ロック　ダブルロック

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　ロックおよびダブルロック

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　ワイパー状態１

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　ワイパー状態２

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　右ヒーター機能

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　運転席ウォーターバルブ

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　運転席シートヒーターインターバル段階１

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　運転席シートヒーターインターバル段階２
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　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　運転席シートヒーターインターバル段階３

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　運転席側ウィンドウ開

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　運転席側ウィンドウ閉

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　左ヒーター機能

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　室内エレクトロクロミックミラー

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　室内コンパスミラー言語（搭載されている場合）

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　助手席ウォーターバルブ／ＩＨＫＡ　ＨＩバージョン

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　助手席シートヒーターインターバル段階１

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　助手席シートヒーターインターバル段階２

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　助手席シートヒーターインターバル段階３

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　助手席側ウィンドウ　：　開

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　助手席側ウィンドウ　：　閉

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　助手席側ウィンドウ開

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　助手席側ウィンドウ閉

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　双安定リレー開

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　双安定リレー閉

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　補助ウォーターポンプ

　ＪＢＥ（ジャンクションボックスエレクトロニクス） 　補助ウォーターポンプ（非Ｎ５２）

　ＪＮＡＶ（日本仕様ナビゲーションシステム） 　ＭＯＳＴバス　：　ライト出力削減

　ＪＮＡＶ（日本仕様ナビゲーションシステム） 　コントロールユニットリセット

　ＫＡＦＡＳ（カメラベース運転支援システム） 　振動モーター：　車線逸脱警告

　ＫＡＦＡＳ（カメラベース運転支援システム） 　コントロールユニットリセット

　ＫＡＦＡＳ（カメラベース運転支援システム） 　ステアリングホイール振動

　ＫＡＦＡＳ（カメラベース運転支援システム） 　ハイビームアシスタント

　ＫＢＭ（ベーシックボディーモジュール） 　インテリアランプＯＦＦ

　ＫＢＭ（ベーシックボディーモジュール） 　インテリアランプスイッチＯＮ

　ＫＢＭ（ベーシックボディーモジュール） 　ウィンドシールドクリーニングポンプ

　ＫＢＭ（ベーシックボディーモジュール） 　コントロールユニットリセット

　ＫＢＭ（ベーシックボディーモジュール） 　テールゲートアンロック

　ＫＢＭ（ベーシックボディーモジュール） 　パワートレインユニット（アンロック）

　ＫＢＭ（ベーシックボディーモジュール） 　パワートレインユニット（デッドロック）

　ＫＢＭ（ベーシックボディーモジュール） 　パワートレインユニット（ロック）

　ＫＢＭ（ベーシックボディーモジュール） 　ポンプ

　ＫＢＭ（ベーシックボディーモジュール） 　リアウィンドウアンロック

　ＫＢＭ（ベーシックボディーモジュール） 　リアウォッシャーポンプ

　ＫＢＭ（ベーシックボディーモジュール） 　リアワイパー

　ＫＢＭ（ベーシックボディーモジュール） 　ワイパーステージ１

　ＫＢＭ（ベーシックボディーモジュール） 　ワイパーステージ２

　ＫＧＭ（ボディーゲートウェイモジュール） 　アンロッキング

　ＫＧＭ（ボディーゲートウェイモジュール） 　エントランス照明

　ＫＧＭ（ボディーゲートウェイモジュール） 　オープンリレー（閉回路電流遮断リレー）

　ＫＧＭ（ボディーゲートウェイモジュール） 　グラウンドライト

　ＫＧＭ（ボディーゲートウェイモジュール） 　クローズリレー（閉回路電流遮断リレー）

　ＫＧＭ（ボディーゲートウェイモジュール） 　コントロールユニットリセット

　ＫＧＭ（ボディーゲートウェイモジュール） 　ダブルアンロック

　ＫＧＭ（ボディーゲートウェイモジュール） 　デッドロック

　ＫＧＭ（ボディーゲートウェイモジュール） 　ロールアップ式ラゲッジコンパートメントカバー（閉）

　ＫＧＭ（ボディーゲートウェイモジュール） 　ロッキング

　ＫＧＭ（ボディーゲートウェイモジュール） 　運転席側（開）

　ＫＧＭ（ボディーゲートウェイモジュール） 　運転席側（閉）

　ＫＧＭ（ボディーゲートウェイモジュール） 　運転席側エクステリアミラー（ヒーター）

　ＫＧＭ（ボディーゲートウェイモジュール） 　運転席側エクステリアミラー（右方向）

　ＫＧＭ（ボディーゲートウェイモジュール） 　運転席側エクステリアミラー（下方向）

　ＫＧＭ（ボディーゲートウェイモジュール） 　運転席側エクステリアミラー（左方向）

　ＫＧＭ（ボディーゲートウェイモジュール） 　運転席側エクステリアミラー（上方向）

　ＫＧＭ（ボディーゲートウェイモジュール） 　格納／展開

　ＫＧＭ（ボディーゲートウェイモジュール） 　助手席側（開）

　ＫＧＭ（ボディーゲートウェイモジュール） 　助手席側（閉）

　ＫＧＭ（ボディーゲートウェイモジュール） 　助手席側エクステリアミラー（ヒーター）

　ＫＧＭ（ボディーゲートウェイモジュール） 　助手席側エクステリアミラー（右方向）

　ＫＧＭ（ボディーゲートウェイモジュール） 　助手席側エクステリアミラー（下方向）
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　ＫＧＭ（ボディーゲートウェイモジュール） 　助手席側エクステリアミラー（左方向）

　ＫＧＭ（ボディーゲートウェイモジュール） 　助手席側エクステリアミラー（上方向）

　ＫＨＩ（ヘッドセットインターフェイス） 　ＭＯＳＴバス　：　ライト出力削減

　ＫＨＩ（ヘッドセットインターフェイス） 　コントロールユニットリセット

　ＫＮＡＶ（韓国ナビゲーションシステム） 　ＭＯＳＴバス　：　ライト出力削減

　ＫＮＡＶ（韓国ナビゲーションシステム） 　コントロールユニットリセット

　ＫＯＭ（インストルメントクラスター） 　アコースティックリレー

　ＫＯＭ（インストルメントクラスター） 　オートリモート閉

　ＫＯＭ（インストルメントクラスター） 　ゴング

　ＫＯＭ（インストルメントクラスター） 　システムテスト

　ＫＯＭＢＩ（インストルメントクラスター） 　ＨＵＤ照度最大

　ＫＯＭＢＩ（インストルメントクラスター） 　ＭＯＳＴバス　：　ライト出力削減

　ＫＯＭＢＩ（インストルメントクラスター） 　インストルメントクラスターセルフテスト（エンジンＯＦＦ）

　ＫＯＭＢＩ（インストルメントクラスター） 　インストルメントパネルセルフテスト

　ＫＯＭＢＩ（インストルメントクラスター） 　インストルメントパネルバックランプ

　ＫＯＭＢＩ（インストルメントクラスター） 　エンジン回転数表示制御

　ＫＯＭＢＩ（インストルメントクラスター） 　クルーズコントロールマーキング

　ＫＯＭＢＩ（インストルメントクラスター） 　コントロールユニットリセット

　ＫＯＭＢＩ（インストルメントクラスター） 　ターンシグナルインジケーターランプ

　ＫＯＭＢＩ（インストルメントクラスター） 　ターンシグナルランプ（異常検出時点滅）

　ＫＯＭＢＩ（インストルメントクラスター） 　ターンシグナルランプ（通常の点滅）

　ＫＯＭＢＩ（インストルメントクラスター） 　ヘッドアップディスプレーＯＦＦ

　ＫＯＭＢＩ（インストルメントクラスター） 　ヘッドアップディスプレーＯＮ

　ＫＯＭＢＩ（インストルメントクラスター） 　ヘッドアップディスプレーテスト画像（ＴＬＣ：中国）

　ＫＯＭＢＩ（インストルメントクラスター） 　ヘッドアップディスプレーテスト画像（サテライトナビ）

　ＫＯＭＢＩ（インストルメントクラスター） 　ヘッドアップディスプレーテスト画像（サテライトナビ：中国）

　ＫＯＭＢＩ（インストルメントクラスター） 　ヘッドアップディスプレーテスト画像（ピクチャーフレーム）

　ＫＯＭＢＩ（インストルメントクラスター） 　ヘッドアップディスプレーテスト画像（ミル）

　ＫＯＭＢＩ（インストルメントクラスター） 　ヘッドアップディスプレーテスト画像（黄）

　ＫＯＭＢＩ（インストルメントクラスター） 　ヘッドアップディスプレーテスト画像（原色）

　ＫＯＭＢＩ（インストルメントクラスター） 　ヘッドアップディスプレーテスト画像（青）

　ＫＯＭＢＩ（インストルメントクラスター） 　ヘッドアップディスプレーテスト画像（赤）

　ＫＯＭＢＩ（インストルメントクラスター） 　ヘッドアップディスプレーテスト画像（白）

　ＫＯＭＢＩ（インストルメントクラスター） 　ヘッドアップディスプレーテスト画像（緑）

　ＫＯＭＢＩ（インストルメントクラスター） 　ヘッドアップディスプレーテスト画像（橙）

　ＫＯＭＢＩ（インストルメントクラスター） 　ヘッドアップディスプレー表示機能

　ＫＯＭＢＩ（インストルメントクラスター） 　レブカウンター

　ＫＯＭＢＩ（インストルメントクラスター） 　回転数読込み

　ＫＯＭＢＩ（インストルメントクラスター） 　燃料計２０％

　ＫＯＭＢＩ（インストルメントクラスター） 　燃料計８０％

　ＫＯＭＢＩ（インストルメントクラスター） 　油温計

　ＬＥＭ（ライトエフェクトマネージャー） 　ガラスルーフライト作動（搭載している場合）

　ＬＥＭ（ライトエフェクトマネージャー） 　スピーカー、ライトセーバーライト作動（搭載している場合）

　ＬＥＭ（ライトエフェクトマネージャー） 　Ｂｌｏｃｋ　ｌｏｃｋ　ｓｎａｐ－ｉｎ　ａｄａｐｔｅｒ

　ＬＥＭ（ライトエフェクトマネージャー） 　Ｃａｌｉｂｒａｔｅ　ｓｎａｐ－ｉｎ　ａｄａｐｔｅｒ　ｓｅｎｓｏｒ

　ＬＥＭ（ライトエフェクトマネージャー） 　Ｄｅｂｌｏｃｋ　ｌｏｃｋ　ｓｎａｐ－ｉｎ　ａｄａｐｔｅｒ

　ＬＥＭ（ライトエフェクトマネージャー） 　Ｅｊｅｃｔｉｏｎ　ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ　ｓｎａｐ－ｉｎ　ａｄａｐｔｅｒ

　ＬＥＭ（ライトエフェクトマネージャー） 　Ｓｎａｐ－ｉｎ　ａｄａｐｔｅｒ　ｃｈａｒｇｉｎｇ　ｍｏｄｅ　ｏｆｆ

　ＬＥＭ（ライトエフェクトマネージャー） 　Ｓｎａｐ－ｉｎ　ａｄａｐｔｅｒ　ｃｈａｒｇｉｎｇ　ｍｏｄｅ　ｏｎ

　ＬＥＭ（ライトエフェクトマネージャー） 　Ｓｎａｐ－ｉｎ　ａｄａｐｔｅｒ　ｗｉｔｈ　ｃｈａｒｇｉｎｇ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ

　ＬＥＭ（ライトエフェクトマネージャー） 　Ｓｎａｐ－ｉｎ　ａｄａｐｔｅｒ　ｗｉｔｈｏｕｔ　ｃｈａｒｇｉｎｇ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ

　ＬＥＭ（ライトエフェクトマネージャー） 　コントロールユニットリセット

　ＬＨＭＬ（左ＬＥＤメインライトモジュール） 　ＬＥＤ素子

　ＬＨＭＬ（左ＬＥＤメインライトモジュール） 　コーナリングライト

　ＬＨＭＬ（左ＬＥＤメインライトモジュール） 　コントロールユニットリセット

　ＬＨＭＬ（左ＬＥＤメインライトモジュール） 　ファン１（ＬＥＤメインライトモジュール）

　ＬＨＭＬ（左ＬＥＤメインライトモジュール） 　ファン２（ＬＥＤメインライトモジュール）

　ＬＨＭＬ（左ＬＥＤメインライトモジュール） 　ロービームヘッドライト

　ＬＨＭＬ（左ＬＥＤメインライトモジュール） 　機能点検（ＬＥＤヘッドライト）

　ＬＨＭＲ（右ＬＥＤメインライトモジュール） 　ＬＥＤ素子

　ＬＨＭＲ（右ＬＥＤメインライトモジュール） 　コーナリングライト



●BMW　アクティブテスト(Ver 2022.02)
システム名 項目名

　ＬＨＭＲ（右ＬＥＤメインライトモジュール） 　コントロールユニットリセット

　ＬＨＭＲ（右ＬＥＤメインライトモジュール） 　ファン１（ＬＥＤメインライトモジュール）

　ＬＨＭＲ（右ＬＥＤメインライトモジュール） 　ファン２（ＬＥＤメインライトモジュール）

　ＬＨＭＲ（右ＬＥＤメインライトモジュール） 　ロービームヘッドライト

　ＬＨＭＲ（右ＬＥＤメインライトモジュール） 　機能点検（ＬＥＤヘッドライト）

　ＬＭ（ライトモジュール） 　ＬＥＤハザード警告スイッチ

　ＬＭ（ライトモジュール） 　ＬＥＤヘッドライトコントロール

　ＬＭ（ライトモジュール） 　ＳＭＣをボタン右から左に移動する　右

　ＬＭ（ライトモジュール） 　アダプティブヘッドライト調整（リファレンスラン）

　ＬＭ（ライトモジュール） 　インジケーターランプ（フロント右）

　ＬＭ（ライトモジュール） 　インジケーターランプ（フロント右内側）

　ＬＭ（ライトモジュール） 　インジケーターランプ（フロント左）

　ＬＭ（ライトモジュール） 　インジケーターランプ（フロント左内側）

　ＬＭ（ライトモジュール） 　インジケーターランプ（リア右）

　ＬＭ（ライトモジュール） 　インジケーターランプ（リア左）

　ＬＭ（ライトモジュール） 　ウィンカー（フロント）

　ＬＭ（ライトモジュール） 　キセノン以外：サイドランプ（内側／外側）

　ＬＭ（ライトモジュール） 　コントロールユニットリセット

　ＬＭ（ライトモジュール） 　サイドランプ（キセノン）

　ＬＭ（ライトモジュール） 　サイドランプ（リア右）

　ＬＭ（ライトモジュール） 　サイドランプ（リア右、内側）

　ＬＭ（ライトモジュール） 　サイドランプ（リア左）

　ＬＭ（ライトモジュール） 　サイドランプ（リア左、内側）

　ＬＭ（ライトモジュール） 　ステップモーターコントローラー作動（右－＞右下）

　ＬＭ（ライトモジュール） 　ステップモーターコントローラー作動（右－＞右上）

　ＬＭ（ライトモジュール） 　ステップモーターコントローラー作動（右－＞左上）

　ＬＭ（ライトモジュール） 　ステップモーターコントローラー作動（左－＞右下）

　ＬＭ（ライトモジュール） 　ステップモーターコントローラー作動（左－＞右上）

　ＬＭ（ライトモジュール） 　ステップモーターコントローラー作動（左－＞左下）

　ＬＭ（ライトモジュール） 　ステップモーターコントローラー作動（左－＞左上）

　ＬＭ（ライトモジュール） 　センサー無しＳＭＣ（リファレンスラン）

　ＬＭ（ライトモジュール） 　ターンシグナル（リア）

　ＬＭ（ライトモジュール） 　テールランプ（外側）

　ＬＭ（ライトモジュール） 　ナンバープレート灯

　ＬＭ（ライトモジュール） 　ナンバープレート灯（右）

　ＬＭ（ライトモジュール） 　ナンバープレート灯（左）

　ＬＭ（ライトモジュール） 　バイキセノンシールド

　ＬＭ（ライトモジュール） 　バイキセノンフラップ

　ＬＭ（ライトモジュール） 　ハイビームヘッドライト

　ＬＭ（ライトモジュール） 　ハイビームヘッドライト（キセノン以外）

　ＬＭ（ライトモジュール） 　ハイビームヘッドライト（右）

　ＬＭ（ライトモジュール） 　ハイビームヘッドライト（左）

　ＬＭ（ライトモジュール） 　バックランプ

　ＬＭ（ライトモジュール） 　バックランプ　右

　ＬＭ（ライトモジュール） 　バックランプ　左

　ＬＭ（ライトモジュール） 　フォグライト　リア

　ＬＭ（ライトモジュール） 　フォグランプ

　ＬＭ（ライトモジュール） 　ブレーキランプ

　ＬＭ（ライトモジュール） 　ブレーキランプ　右

　ＬＭ（ライトモジュール） 　ブレーキランプ　左

　ＬＭ（ライトモジュール） 　ブレーキランプ（中央）

　ＬＭ（ライトモジュール） 　フロントサイドマーカーランプ

　ＬＭ（ライトモジュール） 　フロント右サイドランプ

　ＬＭ（ライトモジュール） 　フロント左サイドランプ

　ＬＭ（ライトモジュール） 　リアフォグランプ　右

　ＬＭ（ライトモジュール） 　リアフォグランプ　左

　ＬＭ（ライトモジュール） 　リファレンスランＡＨＬ（アダプティブコーナリングライト）センサーありシステム

　ＬＭ（ライトモジュール） 　リファレンスランＡＨＬ（アダプティブコーナリングライト）センサーなしシステム

　ＬＭ（ライトモジュール） 　リファレンス作動　ＳＭＣ　センサー有り

　ＬＭ（ライトモジュール） 　ロービームヘッドライト

　ＬＭ（ライトモジュール） 　ロービームヘッドライト（右）
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　ＬＭ（ライトモジュール） 　ロービームヘッドライト（左）

　ＬＭ（ライトモジュール） 　ロケーションランプ（ターミナル５８Ｇ）

　ＬＭ（ライトモジュール） 　右フォグランプ

　ＬＭ（ライトモジュール） 　右補助ターンシグナルランプ

　ＬＭ（ライトモジュール） 　左フォグランプ

　ＬＭ（ライトモジュール） 　左補助ターンシグナルランプ

　ＬＭＶ（縦トルク分布） 　コントロールユニットリセット

　ＬＲＡ（オートマチックヘッドライト垂直標準コントロール） 　サーボモーター

　Ｍ－ＡＳＫ－ＢＯ（ユーザーインターフェイス） 　ＣＤイジェクト

　Ｍ－ＡＳＫ－ＢＯ（ユーザーインターフェイス） 　アクセサリー信号

　Ｍ－ＡＳＫ－ＢＯ（ユーザーインターフェイス） 　アンテナセルフテスト

　Ｍ－ＡＳＫ－ＢＯ（ユーザーインターフェイス） 　コントロールユニットリセット

　Ｍ－ＡＳＫ－ＢＯ（ユーザーインターフェイス） 　シングルアンテナ－＞ダイバーシティーアンテナ切替え

　Ｍ－ＡＳＫ－ＢＯ（ユーザーインターフェイス） 　ステーションサーチ下

　Ｍ－ＡＳＫ－ＢＯ（ユーザーインターフェイス） 　ステーションサーチ上

　Ｍ－ＡＳＫ－ＢＯ（ユーザーインターフェイス） 　スピーカー（全チャンネル）

　Ｍ－ＡＳＫ－ＢＯ（ユーザーインターフェイス） 　セルフテスト

　Ｍ－ＡＳＫ－ＢＯ（ユーザーインターフェイス） 　ダブルゴング信号

　Ｍ－ＡＳＫ－ＢＯ（ユーザーインターフェイス） 　チェッカーボードパターン（３０ピクセル）

　Ｍ－ＡＳＫ－ＢＯ（ユーザーインターフェイス） 　チェッカーボードパターン（６０ピクセル）

　Ｍ－ＡＳＫ－ＢＯ（ユーザーインターフェイス） 　チェックコントロール信号

　Ｍ－ＡＳＫ－ＢＯ（ユーザーインターフェイス） 　フロント右チャンネル

　Ｍ－ＡＳＫ－ＢＯ（ユーザーインターフェイス） 　フロント左チャンネル

　Ｍ－ＡＳＫ－ＢＯ（ユーザーインターフェイス） 　ミュート

　Ｍ－ＡＳＫ－ＢＯ（ユーザーインターフェイス） 　ラジオＯＦＦ

　Ｍ－ＡＳＫ－ＢＯ（ユーザーインターフェイス） 　ラジオＯＮ

　Ｍ－ＡＳＫ－ＢＯ（ユーザーインターフェイス） 　リア右ストレージシェルフチャンネル

　Ｍ－ＡＳＫ－ＢＯ（ユーザーインターフェイス） 　リア左ストレージシェルフチャンネル

　Ｍ－ＡＳＫ－ＢＯ（ユーザーインターフェイス） 　右側バススピーカー（搭載している場合）

　Ｍ－ＡＳＫ－ＢＯ（ユーザーインターフェイス） 　音設定リセット

　Ｍ－ＡＳＫ－ＢＯ（ユーザーインターフェイス） 　音量アップ

　Ｍ－ＡＳＫ－ＢＯ（ユーザーインターフェイス） 　音量ダウン

　Ｍ－ＡＳＫ－ＢＯ（ユーザーインターフェイス） 　左側バススピーカー（搭載している場合）

　Ｍ－ＡＳＫ－ＢＯ（ユーザーインターフェイス） 　周波数調整（８８．９ＭＨｚ）

　Ｍ－ＡＳＫ－ＢＯ（ユーザーインターフェイス） 　信号、時間、警告音

　Ｍ－ＡＳＫ－ＢＯ（ユーザーインターフェイス） 　診断モード終了

　Ｍ－ＡＳＫ－ＢＯ（ユーザーインターフェイス） 　連続ゴング

　Ｍ－ＡＳＫ－ＧＷ（ゲートウェイ） 　ＭＯＳＴバス　：　ライト出力削減

　Ｍ－ＡＳＫ－ＧＷ（ゲートウェイ） 　ステージ２

　Ｍ－ＡＳＫ－ＧＷ（ゲートウェイ） 　ステージ３

　Ｍ－ＡＳＫ－ＧＷ（ゲートウェイ） 　セルフテスト

　Ｍ－ＡＳＫ－ＧＷ（ゲートウェイ） 　ファン（ＯＦＦ）

　Ｍ－ＡＳＫ－ＧＷ（ゲートウェイ） 　ファン（高速）

　Ｍ－ＡＳＫ－ＧＷ（ゲートウェイ） 　ファン（中速）

　Ｍ－ＡＳＫ－ＧＷ（ゲートウェイ） 　ファン（低速）

　Ｍ－ＡＳＫ－ＧＷ（ゲートウェイ） 　初期設定

　Ｍ－ＡＳＫ－ＮＡＶ（ナビゲーションシステム） 　セルフテスト

　ＭＰＭ（ミクロパワーモジュール） 　リレー１：ＯＦＦ　リレー２：ＯＦＦ

　ＭＰＭ（ミクロパワーモジュール） 　リレー１：ＯＦＦ　リレー２：ＯＮ

　ＭＰＭ（ミクロパワーモジュール） 　リレー１：ＯＮ　リレー２：ＯＦＦ

　ＭＰＭ（ミクロパワーモジュール） 　リレー１：ＯＮ　リレー２：ＯＮ

　ＮＡＶ（ナビゲーションシステム） 　ＭＯＳＴバス　：　ライト出力削減

　ＮＡＶ（ナビゲーションシステム） 　コントロールユニットリセット

　ＮＡＶ（ナビゲーションシステム） 　セルフテスト

　ＮＶＥ（ナイトビジョンエレクトロニクス） 　コントロールユニットリセット

　ＮＶＥ（ナイトビジョンエレクトロニクス） 　テストカード

　ＮＶＥ（ナイトビジョンエレクトロニクス） 　ナイトビジョンエレクトロニクスリセット

　ＮＶＥ（ナイトビジョンエレクトロニクス） 　ナイトビジョンカメラ、シャッターモーター

　ＮＶＥ（ナイトビジョンエレクトロニクス） 　ナイトビジョンカメラレンズヒーターＯＦＦ

　ＮＶＥ（ナイトビジョンエレクトロニクス） 　ナイトビジョンカメラレンズヒーターＯＮ

　ＮＶＥ（ナイトビジョンエレクトロニクス） 　ナイトビジョンコントロールボタン作動
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　ＮＶＥ（ナイトビジョンエレクトロニクス） 　ナイトビジョンコントロールボタン停止

　ＮＶＥ（ナイトビジョンエレクトロニクス） 　歩行者検知スイッチ　ＯＮ／ＯＦＦ

　ＮＶＫ（ナイトビジョンカメラ） 　カメラウィンドウヒーティング

　ＮＶＫ（ナイトビジョンカメラ） 　カメラテスト画像、グレーストライプ、対角線

　ＮＶＫ（ナイトビジョンカメラ） 　カメラテスト画像、グレーレベルバー、垂直

　ＮＶＫ（ナイトビジョンカメラ） 　カメラテスト画像、グレーレベルバー、水平

　ＰＣＵ（パワーコントロールユニット） 　コントロールユニットリセット

　ＰＤＣ（パークディスタンスコントロール） 　ＰＤＣ（パークディスタンスコントロール）ボタン表示灯（ＯＦＦ）

　ＰＤＣ（パークディスタンスコントロール） 　ＰＤＣ（パークディスタンスコントロール）ボタン表示灯（ＯＮ）

　ＰＤＣ（パークディスタンスコントロール） 　ＰＤＣ（パークディスタンスコントロール）休止

　ＰＤＣ（パークディスタンスコントロール） 　ＰＤＣ（パークディスタンスコントロール）作動

　ＰＤＣ（パークディスタンスコントロール） 　ＰＤＣ作動／非作動

　ＰＤＣ（パークディスタンスコントロール） 　アコースティックジェネレーター　フロント

　ＰＤＣ（パークディスタンスコントロール） 　アコースティックジェネレーター　リア

　ＰＤＣ（パークディスタンスコントロール） 　アコースティックディスタンス警告（フロント）

　ＰＤＣ（パークディスタンスコントロール） 　アコースティックディスタンス警告（リア）

　ＰＤＣ（パークディスタンスコントロール） 　アコースティックディスタンス警告終了

　ＰＤＣ（パークディスタンスコントロール） 　コントロールユニットリセット

　ＰＤＣ（パークディスタンスコントロール） 　トップビュー作動／非作動

　ＰＤＣ（パークディスタンスコントロール） 　パークディスタンスコントロール休止

　ＰＤＣ（パークディスタンスコントロール） 　パークディスタンスコントロール作動

　ＰＤＣ（パークディスタンスコントロール） 　リアビュー作動／非作動

　ＰＭ（パワーモジュール） 　インテリアランプスイッチ　ＯＮ／ＯＦＦ

　ＰＭ（パワーモジュール） 　テールゲートオープン

　ＰＭ（パワーモジュール） 　ヒーテッドリアウィンドウスイッチ　ＯＦＦ

　ＰＭ（パワーモジュール） 　ヒーテッドリアウィンドウスイッチ　ＯＮ

　ＰＭ（パワーモジュール） 　消費スイッチ　ＯＦＦ（ボディー）

　ＰＭ（パワーモジュール） 　消費スイッチ　ＯＦＦ（ルーフ）

　ＰＭ（パワーモジュール） 　消費スイッチ　ＯＮ（ボディー）

　ＰＭ（パワーモジュール） 　消費スイッチ　ＯＮ（ルーフ）

　ＰＭ（パワーモジュール） 　燃料タンクフラップアンロック

　ＰＭ（パワーモジュール） 　燃料タンクフラップロック

　ＰＭＡ（駐車操縦アシスタント） 　コントロールユニットリセット

　ＲＡＤ（ラジオ） 　ＣＤイジェクト

　ＲＡＤ（ラジオ） 　ＣＤエマージェンシーイジェクト

　ＲＡＤ（ラジオ） 　ＧＡＬ値

　ＲＡＤ（ラジオ） 　アコースティック信号出力

　ＲＡＤ（ラジオ） 　インテリアランプＯＮ／ＯＦＦ

　ＲＡＤ（ラジオ） 　オーディオボタンを押す

　ＲＡＤ（ラジオ） 　コントロールユニットリセット

　ＲＡＤ（ラジオ） 　サウンドテスト（１００　Ｈｚ）

　ＲＡＤ（ラジオ） 　サウンドテスト（１０００　Ｈｚ）

　ＲＡＤ（ラジオ） 　サウンドテスト（１００００　Ｈｚ）

　ＲＡＤ（ラジオ） 　ステーションサーチ下方

　ＲＡＤ（ラジオ） 　ステーションサーチ上方

　ＲＡＤ（ラジオ） 　チャンネル（フロント右）

　ＲＡＤ（ラジオ） 　チャンネル（フロント左）

　ＲＡＤ（ラジオ） 　チャンネル（リア右）

　ＲＡＤ（ラジオ） 　チャンネル（リア左）

　ＲＡＤ（ラジオ） 　チューナー周波数８８．９ＭＨｚ（ＦＭ）

　ＲＡＤ（ラジオ） 　トラフィックレポートＯＦＦ

　ＲＡＤ（ラジオ） 　トラフィックレポートＯＮ

　ＲＡＤ（ラジオ） 　バランス　減衰器、ボリュームデフォルト設定

　ＲＡＤ（ラジオ） 　ボディー電気的負荷

　ＲＡＤ（ラジオ） 　ラジオデータシステムＯＦＦ

　ＲＡＤ（ラジオ） 　ラジオデータシステムＯＮ

　ＲＡＤ（ラジオ） 　ラジオ周波数を回す（８８．９ＭＨｚ）

　ＲＡＤ（ラジオ） 　リアウィンドウデフロスタースイッチ

　ＲＡＤ（ラジオ） 　リアリッドロックオープン

　ＲＡＤ（ラジオ） 　ルーフ電気的負荷

　ＲＡＤ（ラジオ） 　一番強いＴＶチャンネル　ステーションサーチ
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　ＲＡＤ（ラジオ） 　音設定リセット

　ＲＡＤ（ラジオ） 　交通情報アナウンス音量　最小

　ＲＡＤ（ラジオ） 　次の音源への切り替えを続行

　ＲＡＤ（ラジオ） 　段階的音量アップ

　ＲＡＤ（ラジオ） 　段階的音量ダウン

　ＲＡＤ（ラジオ） 　燃料タンクフラップアンロック

　ＲＡＤ２（ＢＭＷプロフェッショナルラジオ） 　ＣＤイジェクト

　ＲＡＤ２（ＢＭＷプロフェッショナルラジオ） 　アクセサリー信号

　ＲＡＤ２（ＢＭＷプロフェッショナルラジオ） 　アンテナセルフテスト

　ＲＡＤ２（ＢＭＷプロフェッショナルラジオ） 　コントロールユニットリセット

　ＲＡＤ２（ＢＭＷプロフェッショナルラジオ） 　ステーションサーチ下

　ＲＡＤ２（ＢＭＷプロフェッショナルラジオ） 　ステーションサーチ上

　ＲＡＤ２（ＢＭＷプロフェッショナルラジオ） 　ステーションチューニングキャンセル

　ＲＡＤ２（ＢＭＷプロフェッショナルラジオ） 　セルフテスト

　ＲＡＤ２（ＢＭＷプロフェッショナルラジオ） 　フロントＰＤＣ（パークディスタンスコントロール）信号

　ＲＡＤ２（ＢＭＷプロフェッショナルラジオ） 　フロント右チャンネル

　ＲＡＤ２（ＢＭＷプロフェッショナルラジオ） 　フロント左チャンネル

　ＲＡＤ２（ＢＭＷプロフェッショナルラジオ） 　ミュート

　ＲＡＤ２（ＢＭＷプロフェッショナルラジオ） 　ラジオＯＦＦ

　ＲＡＤ２（ＢＭＷプロフェッショナルラジオ） 　ラジオＯＮ

　ＲＡＤ２（ＢＭＷプロフェッショナルラジオ） 　リアＰＤＣ（パークディスタンスコントロール）信号

　ＲＡＤ２（ＢＭＷプロフェッショナルラジオ） 　リア右チャンネル

　ＲＡＤ２（ＢＭＷプロフェッショナルラジオ） 　リア左チャンネル

　ＲＡＤ２（ＢＭＷプロフェッショナルラジオ） 　音設定リセット

　ＲＡＤ２（ＢＭＷプロフェッショナルラジオ） 　音量アップ

　ＲＡＤ２（ＢＭＷプロフェッショナルラジオ） 　音量ダウン

　ＲＡＤ２（ＢＭＷプロフェッショナルラジオ） 　個々のアンテナダイバーシティーへの切替え

　ＲＡＤ２（ＢＭＷプロフェッショナルラジオ） 　周波数調整（８８．９ＭＨｚ）

　ＲＡＤ２（ＢＭＷプロフェッショナルラジオ） 　診断モード終了

　ＲＡＤ２（ＢＭＷプロフェッショナルラジオ） 　全チャンネル

　ＲＡＤ２－ＧＷ（ゲートウェイ） 　ＭＯＳＴバス　：　ライト出力削減

　ＲＡＤ２－ＧＷ（ゲートウェイ） 　セルフテスト

　ＲＤＣ（タイヤ空気圧コントロール） 　コントロールユニットリセット

　ＲＤＣ（タイヤ空気圧コントロール） 　リセット／初期化

　ＲＥＭ（リアエレクトロニックモジュール） 　ウィンカー　右

　ＲＥＭ（リアエレクトロニックモジュール） 　ウィンカー　左

　ＲＥＭ（リアエレクトロニックモジュール） 　コントロールユニットリセット

　ＲＥＭ（リアエレクトロニックモジュール） 　シートヒーター（運転席）

　ＲＥＭ（リアエレクトロニックモジュール） 　シートヒーター（運転席側リア）

　ＲＥＭ（リアエレクトロニックモジュール） 　シートヒーター（助手席）

　ＲＥＭ（リアエレクトロニックモジュール） 　シートヒーター（助手席側リア）

　ＲＥＭ（リアエレクトロニックモジュール） 　テールランプ

　ＲＥＭ（リアエレクトロニックモジュール） 　ナンバープレート灯

　ＲＥＭ（リアエレクトロニックモジュール） 　バックランプ

　ＲＥＭ（リアエレクトロニックモジュール） 　パワーウィンドウ開（運転席側リア）

　ＲＥＭ（リアエレクトロニックモジュール） 　パワーウィンドウ開（助手席側リア）

　ＲＥＭ（リアエレクトロニックモジュール） 　パワーウィンドウ閉（運転席側リア）

　ＲＥＭ（リアエレクトロニックモジュール） 　パワーウィンドウ閉（助手席側リア）

　ＲＥＭ（リアエレクトロニックモジュール） 　フォグライト　リア

　ＲＥＭ（リアエレクトロニックモジュール） 　ブレーキランプ

　ＲＥＭ（リアエレクトロニックモジュール） 　リアリッドアンロック

　ＲＥＭ（リアエレクトロニックモジュール） 　ローラーサンブラインド（リアウィンドウ）

　ＲＥＭ（リアエレクトロニックモジュール） 　運転席側リアパワーウィンドウレギュレーター初期化

　ＲＥＭ（リアエレクトロニックモジュール） 　取外し位置（運転席側リア）

　ＲＥＭ（リアエレクトロニックモジュール） 　取外し位置（助手席側リア）

　ＲＥＭ（リアエレクトロニックモジュール） 　取付け位置（運転席側リア）

　ＲＥＭ（リアエレクトロニックモジュール） 　取付け位置（助手席側リア）

　ＲＥＭ（リアエレクトロニックモジュール） 　助手席側リアパワーウィンドウレギュレーター初期化

　ＲＥＭ（リアエレクトロニックモジュール） 　全リアパワーウィンドウ開

　ＲＥＭ（リアエレクトロニックモジュール） 　全リアパワーウィンドウ閉

　ＲＥＭＡＬＩ（左リバーシブル電動自動リール） 　コントロールユニットリセット
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　ＲＥＭＡＲＥ（右リバーシブル電動自動リール） 　コントロールユニットリセット

　ＲＳＥ（リアシートエンターテイメント） 　ＤＶＤイジェクト

　ＲＳＥ（リアシートエンターテイメント） 　ＤＶＤエマージェンシーイジェクト

　ＲＳＥ（リアシートエンターテイメント） 　ＲＳＥファン

　ＲＳＥ（リアシートエンターテイメント） 　コントロール：ＤＶＤイジェクト

　ＲＳＥ（リアシートエンターテイメント） 　コントロールユニットスイッチ　ＯＦＦ

　ＲＳＥ（リアシートエンターテイメント） 　コントロールユニットスイッチ　ＯＮ

　ＲＳＥ（リアシートエンターテイメント） 　コントロールユニットリセット

　ＲＳＥ（リアシートエンターテイメント） 　サウンドテスト（１００　Ｈｚ）

　ＲＳＥ（リアシートエンターテイメント） 　サウンドテスト（１０００　Ｈｚ）

　ＲＳＥ（リアシートエンターテイメント） 　サウンドテスト（１００００　Ｈｚ）

　ＲＳＥ（リアシートエンターテイメント） 　テストカード

　ＲＳＥ（リアシートエンターテイメント） 　ヘッドホンミュート（右）

　ＲＳＥ（リアシートエンターテイメント） 　ヘッドホンミュート（左）

　ＲＳＥ（リアシートエンターテイメント） 　ヘッドホンミュート（両方）

　ＲＳＥ（リアシートエンターテイメント） 　ヘッドホン音量３０％（右）

　ＲＳＥ（リアシートエンターテイメント） 　ヘッドホン音量３０％（左）

　ＲＳＥ（リアシートエンターテイメント） 　リアシートエンターテイメントセルフテスト

　ＲＳＥ（リアシートエンターテイメント） 　リアモニタースイッチ　ＯＦＦ

　ＲＳＥ（リアシートエンターテイメント） 　リアモニタースイッチ　ＯＮ

　ＲＳＥ（リアシートエンターテイメント） 　音設定リセット

　ＲＳＥ（リアシートエンターテイメント） 　次の音源への切り替えを続行

　ＳＡＳ（オプション追加システム） 　コントロールユニットリセット

　ＳＢＳＬ（左Ｂピラー中継サテライト） 　コントロールユニットリセット

　ＳＢＳＬ（左Ｂピラー中継サテライト） 　ボタンイルミネーション

　ＳＢＳＲ（右Ｂピラー中継サテライト） 　燃料デリバリーレート１００　ｌ／ｈ

　ＳＢＳＲ（右Ｂピラー中継サテライト） 　燃料デリバリーレート５０　ｌ／ｈ

　ＳＣＲ（選択触媒還元） 　コントロールユニットリセット

　ＳＤＡＲＳ（中継サテライトチューナー） 　ＭＯＳＴバス　：　ライト出力削減

　ＳＤＡＲＳ（中継サテライトチューナー） 　スイッチＯＦＦ：　テストトーン

　ＳＤＡＲＳ（中継サテライトチューナー） 　スイッチＯＮ：　テストトーン

　ＳＧ－ＦＤ（コントロールユニット　後席ディスプレー） 　グリーンテストカード

　ＳＧ－ＦＤ（コントロールユニット　後席ディスプレー） 　コントロールユニットリセット

　ＳＧ－ＦＤ（コントロールユニット　後席ディスプレー） 　セルフテスト

　ＳＧ－ＦＤ（コントロールユニット　後席ディスプレー） 　ブラックフテストカード

　ＳＧ－ＦＤ（コントロールユニット　後席ディスプレー） 　ブルーテストカード

　ＳＧ－ＦＤ（コントロールユニット　後席ディスプレー） 　ホワイトテストカード

　ＳＧ－ＦＤ（コントロールユニット　後席ディスプレー） 　レッドテストカード

　ＳＧ－ＦＤ－ＧＷ（コントロールユニット　後席ディスプレー（ゲートウェイ）） 　ＭＯＳＴバス　：　ライト出力削減

　ＳＧ－ＦＤ－ＧＷ（コントロールユニット　後席ディスプレー（ゲートウェイ）） 　コントロールユニットリセット

　ＳＧ－ＦＤ－ＧＷ（コントロールユニット　後席ディスプレー（ゲートウェイ）） 　セルフテスト

　ＳＧＭ－ＳＩＭ（セーフティアンドインフォメーションモジュール） 　セルフテスト開始

　ＳＧＭ－ＳＩＭ（セーフティアンドインフォメーションモジュール） 　セルフテスト始動

　ＳＧＭ－ＳＩＭ（セーフティアンドインフォメーションモジュール） 　出力電圧／ダイオードライト（ＳＧＭ）

　ＳＧＭ－ＳＩＭ（セーフティアンドインフォメーションモジュール） 　出力電圧／ダイオードライト（ＳＩＭ）

　ＳＨＤ（サンルーフ） 　コントロールユニットリセット

　ＳＨＤ（サンルーフ） 　スライディング／チルトサンルーフ開

　ＳＨＤ（サンルーフ） 　スライディング／チルトサンルーフ上昇

　ＳＨＤ（サンルーフ） 　スライディング／チルトサンルーフ全開

　ＳＨＤ（サンルーフ） 　スライディング／チルトサンルーフ閉

　ＳＨＤ（サンルーフ） 　スライディングトリム開

　ＳＨＤ（サンルーフ） 　スライディングフィニッシャー閉

　ＳＩＭ（セイフティ－アンドインフォメーションモジュール） 　コントロールユニットリセット

　ＳＩＭ（セイフティ－アンドインフォメーションモジュール） 　出力電圧／ダイオードライト（ＳＩＭ）

　ＳＩＮＥ（サイレンチルトセンサー） 　ＤＷＡ（盗難防止システム）－ＬＥＤ

　ＳＩＮＥ（サイレンチルトセンサー） 　アラーム作動

　ＳＩＮＥ（サイレンチルトセンサー） 　コントロールユニットリセット

　ＳＭ　ＳＬＭ（４チャンネル　ミラー　シート　バックレストメモリー） 　シートアングル　アップ

　ＳＭ　ＳＬＭ（４チャンネル　ミラー　シート　バックレストメモリー） 　シートアングル　ダウン

　ＳＭ　ＳＬＭ（４チャンネル　ミラー　シート　バックレストメモリー） 　シートキャリッジ（後方向）

　ＳＭ　ＳＬＭ（４チャンネル　ミラー　シート　バックレストメモリー） 　シートキャリッジ（前方向）
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　ＳＭ　ＳＬＭ（４チャンネル　ミラー　シート　バックレストメモリー） 　シート高さ　アップ

　ＳＭ　ＳＬＭ（４チャンネル　ミラー　シート　バックレストメモリー） 　シート高さ　ダウン

　ＳＭ　ＳＬＭ（４チャンネル　ミラー　シート　バックレストメモリー） 　バックレストアングル　後方

　ＳＭ　ＳＬＭ（４チャンネル　ミラー　シート　バックレストメモリー） 　バックレストアングル　前方

　ＳＭ　ＳＬＭ（４チャンネル　ミラー　シート　バックレストメモリー） 　メモリーＬＥＤ

　ＳＭＢ（助手席シートモジュール） 　シートスレッド後方

　ＳＭＢ（助手席シートモジュール） 　シートスレッド前方

　ＳＭＢ（助手席シートモジュール） 　ヘッドレストアップ

　ＳＭＢ（助手席シートモジュール） 　ヘッドレストダウン

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　オープンバルブ１

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　オープンバルブ２

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　オープンバルブ３

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　オープンバルブ４

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　カムモーターシート機能作動

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　クローズバルブ１

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　クローズバルブ２

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　クローズバルブ３

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　クローズバルブ４

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　コントロールユニットリセット

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　シートアングル　アップ

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　シートアングル　ダウン

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　シートキャリッジ（後方向）

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　シートキャリッジ（前方向）

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　シートヒーターインターバル段階１

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　シートヒーターインターバル段階２

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　シートヒーターインターバル段階３

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　シートファン（高速）

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　シートファン（低速）

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　シート高さ　アップ

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　シート高さ　ダウン

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　シート深さ調整（後）

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　シート深さ調整（後方向）

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　シート深さ調整（前）

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　シート深さ調整（前方向）

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　シート前後調整（後）

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　シート前後調整（前）

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　ソレノイドバルブ

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　バックレスト（急速ヒーター）

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　バックレスト（余熱ヒーター）

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　バックレストアングル　後方

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　バックレストアングル　前方

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　バックレストアングル（後）

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　バックレストアングル（前）

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　バックレスト上部（後）

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　バックレスト上部（後方向）

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　バックレスト上部（前）

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　バックレスト上部（前方向）

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　バックレスト幅広

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　バックレスト幅調整（狭）

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　バックレスト幅調整（広）

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　バルブ１

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　バルブ２

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　バルブ３

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　バルブ４

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　ヘッドレストアップ

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　ヘッドレストダウン

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　ポンプ

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　メモリーＬＥＤ（ＯＦＦ）

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　メモリーＬＥＤ（ＯＮ）

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　リアイージーエントリー　：　バック（２ドアモデル）

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　リアイージーエントリー　：　フォワード（２ドアモデル）
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　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　急速加熱エリアシート表面

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　全シートファン（間欠ステージ１）

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　全シートファン（間欠ステージ２）

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　全シートファン段階１

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　全シートファン段階２

　ＳＭＢＦ（助手席側シートモジュール） 　余熱ヒーターエリアシート表面

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　コントロールユニットリセット

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　シートアングル　アップ

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　シートアングル　ダウン

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　シートキャリッジ（後方向）

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　シートキャリッジ（前方向）

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　シートヒーターインターバル段階１

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　シートヒーターインターバル段階２

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　シートヒーターインターバル段階３

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　シートファン（高速）

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　シートファン（低速）

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　シートマッサージ段階２

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　シート深さ調整（下方）

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　シート深さ調整（上方）

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　シート前後調整（後）

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　シート前後調整（前）

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　バックレスト（急速ヒーター）

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　バックレスト（余熱ヒーター）

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　バックレストアングル　後方

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　バックレストアングル　前方

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　バックレストアングル（後）

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　バックレストアングル（前）

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　バックレスト上部（後）

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　バックレスト上部（後方向）

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　バックレスト上部（前）

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　バックレスト上部（前方向）

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　バルブ１

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　バルブ２

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　バルブ３

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　バルブ４

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　ヘッドレストアップ

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　ヘッドレストダウン

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　ポンプ

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　ランバー／ロードシスマッサージ

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　急速加熱エリアシート表面

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　全シートファン段階１

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　全シートファン段階２

　ＳＭＢＦＨ（助手席側リアシートモジュール） 　余熱ヒーターエリアシート表面

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　カムモーターシート機能作動

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　コントロールユニットリセット

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　シートアングル　アップ

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　シートアングル　ダウン

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　シートキャリッジ（後方向）

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　シートキャリッジ（前方向）

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　シートスレッド後方

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　シートスレッド前方

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　シートバック幅狭

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　シートヒーターインターバル段階１

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　シートヒーターインターバル段階２

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　シートヒーターインターバル段階３

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　シートファン（高速）

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　シートファン（低速）

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　シート高さ　アップ

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　シート高さ　ダウン

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　シート深さ（下方向）

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　シート深さ（上方向）
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　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　シート深さ後

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　シート深さ前

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　シート深さ調整（後）

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　シート深さ調整（後方向）

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　シート深さ調整（前）

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　シート深さ調整（前方向）

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　シート前後調整（後）

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　シート前後調整（前）

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　ソレノイドバルブ

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　バックレストアングル　後方

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　バックレストアングル　前方

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　バックレストアングル（後）

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　バックレストアングル（前）

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　バックレストヘッド後ろ

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　バックレストヘッド前

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　バックレスト上部（後）

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　バックレスト上部（後方向）

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　バックレスト上部（前）

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　バックレスト上部（前方向）

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　バックレスト幅広

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　バックレスト幅調整（狭）

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　バックレスト幅調整（広）

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　バルブ１

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　バルブ２

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　バルブ３

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　バルブ４

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　ヘッドレストアップ

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　ヘッドレストダウン

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　ポンプ

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　メモリーＬＥＤ　ＯＦＦ（シートバスあり）

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　メモリーＬＥＤ　ＯＦＦ（シートバスなし）

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　メモリーＬＥＤ　ＯＮ（シートバスあり）

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　メモリーＬＥＤ　ＯＮ（シートバスなし）

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　メモリーＬＥＤ（ＯＦＦ）

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　メモリーＬＥＤ（ＯＮ）

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　リアイージーエントリー　：　バック（２ドアモデル）

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　リアイージーエントリー　：　フォワード（２ドアモデル）

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　急速加熱エリアシートバック

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　急速加熱エリアシート表面

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　全シートファン（間欠ステージ１）

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　全シートファン（間欠ステージ２）

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　全シートファン段階１

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　全シートファン段階２

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　余熱ヒーターエリアシートバック

　ＳＭＦＡ（運転席側シートモジュール） 　余熱ヒーターエリアシート表面

　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　コントロールユニットリセット

　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　シートアングル　アップ

　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　シートアングル　ダウン

　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　シートキャリッジ（後方向）

　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　シートキャリッジ（前方向）

　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　シートヒーターインターバル段階１

　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　シートヒーターインターバル段階２

　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　シートヒーターインターバル段階３

　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　シートファン（高速）

　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　シートファン（低速）

　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　シートマッサージ段階２

　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　シート前後調整（後）

　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　シート前後調整（前）

　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　バックレスト（急速ヒーター）

　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　バックレスト（余熱ヒーター）

　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　バックレストアングル　後方
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　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　バックレストアングル　前方

　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　バックレストアングル（後）

　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　バックレストアングル（前）

　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　バックレスト上部（後）

　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　バックレスト上部（後方向）

　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　バックレスト上部（前）

　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　バックレスト上部（前方向）

　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　バルブ１

　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　バルブ２

　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　バルブ３

　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　バルブ４

　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　ヘッドレストアップ

　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　ヘッドレストダウン

　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　ポンプ

　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　ランバー／ロードシスマッサージ

　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　急速加熱エリアシート表面

　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　全シートファン段階１

　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　全シートファン段階２

　ＳＭＦＡＨ（運転席側リアシートモジュール） 　余熱ヒーターエリアシート表面

　ＳＭＧ（ギアボックスコントロール） 　３０秒間クラッチ開

　ＳＭＧ（ギアボックスコントロール） 　シフトダウン

　ＳＭＧ（ギアボックスコントロール） 　クラッチ解放（５秒）

　ＳＭＧ（ギアボックスコントロール） 　スターターモーターリリース

　ＳＭＧ（ギアボックスコントロール） 　シフトアップ

　ＳＭＧ（ギアボックスコントロール） 　シフトレバーインターロック

　ＳＭＧ（ギアボックスコントロール） 　バックギア係合

　ＳＭＧ（ギアボックスコントロール） 　不係合ギア　ニュートラル係合

　ＳＭＧ（ギアボックスコントロール） 　油圧ポンプ

　ＳＰＭ　ＳＭ（シート　ミラーメモリー） 　シート高さ　アップ

　ＳＰＭ　ＳＭ（シート　ミラーメモリー） 　シート高さ　ダウン

　ＳＰＭ　ＳＭ（シート　ミラーメモリー） 　ステアリングコラム／サイ（後方）

　ＳＰＭ　ＳＭ（シート　ミラーメモリー） 　ステアリングコラム／サイ（前方）

　ＳＰＭ　ＳＭ（シート　ミラーメモリー） 　スレッド（後方）

　ＳＰＭ　ＳＭ（シート　ミラーメモリー） 　スレッド（前方）

　ＳＰＭ　ＳＭ（シート　ミラーメモリー） 　バックレストアップ

　ＳＰＭ　ＳＭ（シート　ミラーメモリー） 　バックレストダウン

　ＳＰＭ　ＳＭ（シート　ミラーメモリー） 　レストレイントアップ

　ＳＰＭ　ＳＭ（シート　ミラーメモリー） 　レストレイントダウン

　ＳＰＭ　ＳＭ（シート　ミラーメモリー） 　運転席ミラーダウン

　ＳＰＭ　ＳＭ（シート　ミラーメモリー） 　運転席側ミラー（右）

　ＳＰＭ　ＳＭ（シート　ミラーメモリー） 　運転席側ミラー（左）

　ＳＰＭ　ＳＭ（シート　ミラーメモリー） 　運転席側ミラーアップ

　ＳＰＭ　ＳＭ（シート　ミラーメモリー） 　傾斜アップ

　ＳＰＭ　ＳＭ（シート　ミラーメモリー） 　傾斜ダウン

　ＳＰＭ　ＳＭ（シート　ミラーメモリー） 　助手席ミラーアップ

　ＳＰＭ　ＳＭ（シート　ミラーメモリー） 　助手席ミラーダウン

　ＳＰＭ　ＳＭ（シート　ミラーメモリー） 　助手席ミラー右

　ＳＰＭ　ＳＭ（シート　ミラーメモリー） 　助手席側ミラー（左）

　ＳＰＭＢＴ（助手席ミラーメモリー） 　ミラー格納

　ＳＰＭＢＴ（助手席ミラーメモリー） 　ミラー復帰

　ＳＰＭＦＴ（運転席ミラーメモリー） 　ミラーアップ

　ＳＰＭＦＴ（運転席ミラーメモリー） 　ミラーダウン

　ＳＰＭＦＴ（運転席ミラーメモリー） 　ミラー右

　ＳＰＭＦＴ（運転席ミラーメモリー） 　ミラー格納

　ＳＰＭＦＴ（運転席ミラーメモリー） 　ミラー左

　ＳＰＭＦＴ（運転席ミラーメモリー） 　ミラー復帰

　ＳＰＮＭＨＬ（リア左シートインフレーターモジュール） 　エアブラダーアクティブシート（左）作動

　ＳＰＮＭＨＬ（リア左シートインフレーターモジュール） 　エアブラダーアクティブシート（右）作動

　ＳＰＮＭＨＬ（リア左シートインフレーターモジュール） 　エアブラダーランバーサポート（下）作動

　ＳＰＮＭＨＬ（リア左シートインフレーターモジュール） 　エアブラダーランバーサポート（上）作動

　ＳＰＮＭＨＬ（リア左シートインフレーターモジュール） 　背中マッサージ
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　ＳＰＮＭＨＬ（リア左シートインフレーターモジュール） 　背中マッサージ＆上半身モビライゼーション

　ＳＰＮＭＨＬ（リア左シートインフレーターモジュール） 　背中マッサージ＆全身モビライゼーション

　ＳＰＮＭＨＬ（リア左シートインフレーターモジュール） 　ボディートレーニング

　ＳＰＮＭＨＬ（リア左シートインフレーターモジュール） 　ランバーサポート作動方向（後方）

　ＳＰＮＭＨＬ（リア左シートインフレーターモジュール） 　ランバーサポート作動方向（下）

　ＳＰＮＭＨＬ（リア左シートインフレーターモジュール） 　ランバーサポート作動方向（前方）

　ＳＰＮＭＨＬ（リア左シートインフレーターモジュール） 　ランバーサポート作動方向（上）

　ＳＰＮＭＨＬ（リア左シートインフレーターモジュール） 　臀部（でんぶ）モビライゼーション

　ＳＰＮＭＨＬ（リア左シートインフレーターモジュール） 　腰部マッサージ

　ＳＰＮＭＨＬ（リア左シートインフレーターモジュール） 　肩部マッサージ

　ＳＰＮＭＨＬ（リア左シートインフレーターモジュール） 　上半身モビライゼーション

　ＳＰＮＭＨＬ（リア左シートインフレーターモジュール） 　全身モビライゼーション

　ＳＰＮＭＨＬ（リア左シートインフレーターモジュール） 　コントロールユニットリセット

　ＳＰＮＭＨＲ（リア右シートインフレーターモジュール） 　エアブラダーアクティブシート（左）作動

　ＳＰＮＭＨＲ（リア右シートインフレーターモジュール） 　エアブラダーアクティブシート（右）作動

　ＳＰＮＭＨＲ（リア右シートインフレーターモジュール） 　エアブラダーランバーサポート（下）作動

　ＳＰＮＭＨＲ（リア右シートインフレーターモジュール） 　エアブラダーランバーサポート（上）作動

　ＳＰＮＭＨＲ（リア右シートインフレーターモジュール） 　ポンプ（ＳＰＮＭ）作動

　ＳＰＮＭＨＲ（リア右シートインフレーターモジュール） 　背中マッサージ

　ＳＰＮＭＨＲ（リア右シートインフレーターモジュール） 　背中マッサージ＆上半身モビライゼーション

　ＳＰＮＭＨＲ（リア右シートインフレーターモジュール） 　背中マッサージ＆全身モビライゼーション

　ＳＰＮＭＨＲ（リア右シートインフレーターモジュール） 　ボディートレーニング

　ＳＰＮＭＨＲ（リア右シートインフレーターモジュール） 　ランバーサポート作動方向（後方）

　ＳＰＮＭＨＲ（リア右シートインフレーターモジュール） 　ランバーサポート作動方向（下）

　ＳＰＮＭＨＲ（リア右シートインフレーターモジュール） 　ランバーサポート作動方向（前方）

　ＳＰＮＭＨＲ（リア右シートインフレーターモジュール） 　ランバーサポート作動方向（上）

　ＳＰＮＭＨＲ（リア右シートインフレーターモジュール） 　臀部（でんぶ）モビライゼーション

　ＳＰＮＭＨＲ（リア右シートインフレーターモジュール） 　腰部マッサージ

　ＳＰＮＭＨＲ（リア右シートインフレーターモジュール） 　肩部マッサージ

　ＳＰＮＭＨＲ（リア右シートインフレーターモジュール） 　上半身モビライゼーション

　ＳＰＮＭＨＲ（リア右シートインフレーターモジュール） 　全身モビライゼーション

　ＳＰＮＭＨＲ（リア右シートインフレーターモジュール） 　コントロールユニットリセット

　ＳＰＮＭＶＬ（フロント左シートインフレーターモジュール） 　エアブラダーアクティブシート（左）作動

　ＳＰＮＭＶＬ（フロント左シートインフレーターモジュール） 　エアブラダーアクティブシート（右）作動

　ＳＰＮＭＶＬ（フロント左シートインフレーターモジュール） 　エアブラダーランバーサポート（下）作動

　ＳＰＮＭＶＬ（フロント左シートインフレーターモジュール） 　エアブラダーランバーサポート（上）作動

　ＳＰＮＭＶＬ（フロント左シートインフレーターモジュール） 　ポンプ（ＳＰＮＭ）作動

　ＳＰＮＭＶＬ（フロント左シートインフレーターモジュール） 　背中マッサージ

　ＳＰＮＭＶＬ（フロント左シートインフレーターモジュール） 　背中マッサージ＆上半身モビライゼーション

　ＳＰＮＭＶＬ（フロント左シートインフレーターモジュール） 　背中マッサージ＆全身モビライゼーション

　ＳＰＮＭＶＬ（フロント左シートインフレーターモジュール） 　ボディートレーニング

　ＳＰＮＭＶＬ（フロント左シートインフレーターモジュール） 　ランバーサポート作動方向（後方）

　ＳＰＮＭＶＬ（フロント左シートインフレーターモジュール） 　ランバーサポート作動方向（下）

　ＳＰＮＭＶＬ（フロント左シートインフレーターモジュール） 　ランバーサポート作動方向（前方）

　ＳＰＮＭＶＬ（フロント左シートインフレーターモジュール） 　ランバーサポート作動方向（上）

　ＳＰＮＭＶＬ（フロント左シートインフレーターモジュール） 　臀部（でんぶ）モビライゼーション

　ＳＰＮＭＶＬ（フロント左シートインフレーターモジュール） 　腰部マッサージ

　ＳＰＮＭＶＬ（フロント左シートインフレーターモジュール） 　肩部マッサージ

　ＳＰＮＭＶＬ（フロント左シートインフレーターモジュール） 　上半身モビライゼーション

　ＳＰＮＭＶＬ（フロント左シートインフレーターモジュール） 　全身モビライゼーション

　ＳＰＮＭＶＬ（フロント左シートインフレーターモジュール） 　コントロールユニットリセット

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　シート高さ　アップ

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　シート高さ　ダウン

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　ステアリングコラム／サイ（後方）

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　ステアリングコラム／サイ（前方）

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　スレッド（後方）

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　スレッド（前方）

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　バックレストアップ

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　バックレストダウン

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　レストレイントアップ

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　レストレイントダウン
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　ＳＲＳ（エアバッグ） 　運転席側ミラー（右）

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　運転席側ミラー（左）

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　運転席側ミラーアップ

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　傾斜アップ

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　傾斜ダウン

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　助手席側ミラー（左）

　ＳＳＨ（後席側シート中継サテライト） 　リア右ヘッドレスト　：　アップ

　ＳＳＨ（後席側シート中継サテライト） 　リア右ヘッドレスト　：　ダウン

　ＳＳＨ（後席側シート中継サテライト） 　リア左ヘッドレスト　：　アップ

　ＳＳＨ（後席側シート中継サテライト） 　リア左ヘッドレスト　：　ダウン

　ＳＴＭＬ（左ヘッドライトドライバーモジュール） 　ＡＨＬ基準動作

　ＳＴＭＬ（左ヘッドライトドライバーモジュール） 　ＬＥＤアダプテーション

　ＳＴＭＬ（左ヘッドライトドライバーモジュール） 　ＬＷＲ基準動作

　ＳＴＭＬ（左ヘッドライトドライバーモジュール） 　コロナリング（デイタイムドライビングライト）

　ＳＴＭＬ（左ヘッドライトドライバーモジュール） 　コントロールユニットリセット

　ＳＴＭＬ（左ヘッドライトドライバーモジュール） 　サイドマーカーランプ

　ＳＴＭＬ（左ヘッドライトドライバーモジュール） 　ポジションランプ

　ＳＴＭＬ（左ヘッドライトドライバーモジュール） 　外側コロナリング（デイタイムドライビングライト）

　ＳＴＭＬ（左ヘッドライトドライバーモジュール） 　全ライトＯＮ

　ＳＴＭＬ（左ヘッドライトドライバーモジュール） 　内側コロナリング（デイタイムドライビングライト）

　ＳＴＭＲ（右ヘッドライトドライバーモジュール） 　ＡＨＬ基準動作

　ＳＴＭＲ（右ヘッドライトドライバーモジュール） 　ＬＥＤアダプテーション

　ＳＴＭＲ（右ヘッドライトドライバーモジュール） 　ＬＷＲ基準動作

　ＳＴＭＲ（右ヘッドライトドライバーモジュール） 　コロナリング（デイタイムドライビングライト）

　ＳＴＭＲ（右ヘッドライトドライバーモジュール） 　コントロールユニットリセット

　ＳＴＭＲ（右ヘッドライトドライバーモジュール） 　サイドマーカーランプ

　ＳＴＭＲ（右ヘッドライトドライバーモジュール） 　ポジションランプ

　ＳＴＭＲ（右ヘッドライトドライバーモジュール） 　外側コロナリング（デイタイムドライビングライト）

　ＳＴＭＲ（右ヘッドライトドライバーモジュール） 　全ライトＯＮ

　ＳＴＭＲ（右ヘッドライトドライバーモジュール） 　内側コロナリング（デイタイムドライビングライト）

　ＳＶＳ（言語処理システム） 　ＭＯＳＴバス　：　ライト出力削減

　ＳＶＳ（言語処理システム） 　コントロールユニットリセット

　ＳＶＳ（言語処理システム） 　セルフテスト

　ＳＶＴ（サーボトロニック） 　コントロールユニットリセット

　ＳＷＷ（レーンチェンジ警告） 　コントロールユニットリセット

　ＳＺＬ（スイッチングセンター　ステアリングコラムスイッチセンター） 　コントロールユニットリセット

　ＳＺＬ（スイッチングセンター　ステアリングコラムスイッチセンター） 　ステアリングホイールヒーター／ウォッシャー／ワイパースイッチ

　ＳＺＬ（スイッチングセンター　ステアリングコラムスイッチセンター） 　ステアリングホイールヒーターＬＥＤ

　ＳＺＬ（スイッチングセンター　ステアリングコラムスイッチセンター） 　ステアリングホイールヒーティング

　ＳＺＬ（スイッチングセンター　ステアリングコラムスイッチセンター） 　ステアリングホイール振動

　ＳＺＬ（スイッチングセンター　ステアリングコラムスイッチセンター） 　ホーン１

　ＳＺＬ（スイッチングセンター　ステアリングコラムスイッチセンター） 　ホーン１／２

　ＳＺＬ（スイッチングセンター　ステアリングコラムスイッチセンター） 　ホーン２

　ＳＺＬ（スイッチングセンター　ステアリングコラムスイッチセンター） 　レインライトセンサーＬＥＤ

　ＳＺＬ（スイッチングセンター　ステアリングコラムスイッチセンター） 　調光（ＯＦＦ：ライトスイッチＯＮ）

　ＳＺＬ（スイッチングセンター　ステアリングコラムスイッチセンター） 　調光（最小）

　ＳＺＬ（スイッチングセンター　ステアリングコラムスイッチセンター） 　調光（最大）

　ＳＺＬ（スイッチングセンター　ステアリングコラムスイッチセンター） 　調光（中）

　ＳＺＭ（センターコンソールコントロールパネル） 　ＬＥＤコントロール

　ＳＺＭ（センターコンソールコントロールパネル） 　アクティブシート　右

　ＳＺＭ（センターコンソールコントロールパネル） 　アクティブシート　左

　ＳＺＭ（センターコンソールコントロールパネル） 　シートヒーティング　右

　ＳＺＭ（センターコンソールコントロールパネル） 　シートヒーティング　左

　ＳＺＭ（センターコンソールコントロールパネル） 　ステアリングコラムアングル（－）コントロール

　ＳＺＭ（センターコンソールコントロールパネル） 　ステアリングコラムアングル（＋）コントロール

　ＳＺＭ（センターコンソールコントロールパネル） 　ステアリングコラム長さ（－）コントロール

　ＳＺＭ（センターコンソールコントロールパネル） 　ステアリングコラム長さ（＋）コントロール

　ＳＺＭ（センターコンソールコントロールパネル） 　リアウィンドウローラーブラインドアップ

　ＳＺＭ（センターコンソールコントロールパネル） 　リアウィンドウローラーブラインドダウン

　ＳＺＭ（センターコンソールコントロールパネル） 　ローラーサンブラインド

　ＴＢＸ（タッチボックス） 　コントロールユニットリセット
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　ＴＣＢ（テレマティックコミュニケーションボックス） 　ＳＯＳスピーカーテスト

　ＴＣＢ（テレマティックコミュニケーションボックス） 　コントロールユニットリセット

　ＴＣＵ（テレマティックコントロールユニット） 　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスリスト削除

　ＴＣＵ（テレマティックコントロールユニット） 　ＭＯＳＴバス　：　ライト出力削減

　ＴＣＵ（テレマティックコントロールユニット） 　コントロールユニットリセット

　ＴＣＵ（テレマティックコントロールユニット） 　接続Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスを削除

　ＴＥＬ（電話） 　ＭＯＳＴバス　：　ライト出力削減

　ＴＥＬ（電話） 　コントロールユニットリセット

　ＴＦＥ（加圧燃料タンクコントロールモジュール） 　フューエルフィラーフラップロックコントロール

　ＴＦＥ（加圧燃料タンクコントロールモジュール） 　コントロールユニットリセット

　ＴＬＣ（レーンデパーチャーウォーニング） 　振動モーターによる警告

　ＴＭＢＦ（助手席側ドアモジュール） 　アンロック／ダブルアンロック

　ＴＭＢＦ（助手席側ドアモジュール） 　エクステリアミラー（ヒーター）

　ＴＭＢＦ（助手席側ドアモジュール） 　エクステリアミラー（右）

　ＴＭＢＦ（助手席側ドアモジュール） 　エクステリアミラー（下方向）

　ＴＭＢＦ（助手席側ドアモジュール） 　エクステリアミラー（左）

　ＴＭＢＦ（助手席側ドアモジュール） 　エクステリアミラー（上方向）

　ＴＭＢＦ（助手席側ドアモジュール） 　エクステリアミラー格納

　ＴＭＢＦ（助手席側ドアモジュール） 　エクステリアミラー展開

　ＴＭＢＦ（助手席側ドアモジュール） 　エントランス照明

　ＴＭＢＦ（助手席側ドアモジュール） 　グラウンドライト

　ＴＭＢＦ（助手席側ドアモジュール） 　ダブルロッキング

　ＴＭＢＦ（助手席側ドアモジュール） 　パワーウィンドウ（開）

　ＴＭＢＦ（助手席側ドアモジュール） 　パワーウィンドウ（閉）

　ＴＭＢＦ（助手席側ドアモジュール） 　ロッキング

　ＴＭＢＦＨ（後助手席側ドアモジュール） 　リア助手席側ウィンドウ開

　ＴＭＢＦＨ（後助手席側ドアモジュール） 　リア助手席側ウィンドウ閉

　ＴＭＢＦＴ（助手席側ドアモジュール） 　助手席側フロントウィンドウ開

　ＴＭＢＦＴ（助手席側ドアモジュール） 　助手席側フロントウィンドウ閉

　ＴＭＦＡ（運転席側ドアモジュール） 　エクステリアミラー（ヒーター）

　ＴＭＦＡ（運転席側ドアモジュール） 　エクステリアミラー（右）

　ＴＭＦＡ（運転席側ドアモジュール） 　エクステリアミラー（下方向）

　ＴＭＦＡ（運転席側ドアモジュール） 　エクステリアミラー（左）

　ＴＭＦＡ（運転席側ドアモジュール） 　エクステリアミラー（上方向）

　ＴＭＦＡ（運転席側ドアモジュール） 　エクステリアミラー格納

　ＴＭＦＡ（運転席側ドアモジュール） 　エクステリアミラー展開

　ＴＭＦＡ（運転席側ドアモジュール） 　エントランス照明

　ＴＭＦＡ（運転席側ドアモジュール） 　グラウンドライト

　ＴＭＦＡ（運転席側ドアモジュール） 　セントラルロッキング（アンロック／ダブルアンロック）

　ＴＭＦＡ（運転席側ドアモジュール） 　セントラルロッキング（ダブルロック）

　ＴＭＦＡ（運転席側ドアモジュール） 　セントラルロッキング（ロック）

　ＴＭＦＡ（運転席側ドアモジュール） 　パワーウィンドウ（開）

　ＴＭＦＡ（運転席側ドアモジュール） 　パワーウィンドウ（閉）

　ＴＭＦＡＨ（後運転席側ドアモジュール） 　リア運転席側ウィンドウ開

　ＴＭＦＡＨ（後運転席側ドアモジュール） 　リア運転席側ウィンドウ閉

　ＴＭＦＡＴ（運転席側ドアモジュール） 　運転席側フロントウィンドウ開

　ＴＭＦＡＴ（運転席側ドアモジュール） 　運転席側フロントウィンドウ閉

　ＴＲＳＶＣ（オールラウンドビューカメラ） 　エクステリアミラーカメラ（右）

　ＴＲＳＶＣ（オールラウンドビューカメラ） 　エクステリアミラーカメラ（左）

　ＴＲＳＶＣ（オールラウンドビューカメラ） 　カメラ学習

　ＴＲＳＶＣ（オールラウンドビューカメラ） 　コントロールユニットリセット

　ＴＲＳＶＣ（オールラウンドビューカメラ） 　バンパーカメラ（右）

　ＴＲＳＶＣ（オールラウンドビューカメラ） 　バンパーカメラ（左）

　ＴＲＳＶＣ（オールラウンドビューカメラ） 　リバースカメラ

　ＴＲＳＶＣ（オールラウンドビューカメラ） 　リバースカメラヒーターＯＦＦ

　ＴＲＳＶＣ（オールラウンドビューカメラ） 　リバースカメラヒーターＯＮ

　ＴＲＳＶＣ（オールラウンドビューカメラ） 　右エクステリアミラーカメラ（取付けられている場合）

　ＴＲＳＶＣ（オールラウンドビューカメラ） 　左エクステリアミラーカメラ（取付けられている場合）

　ＴＲＳＶＣ（オールラウンドビューカメラ） 　左バンパーカメラ（取付けられている場合）

　ＵＬＦ（ユニバーサル充電器　ハンズフリーユニット） 　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ作動

　ＵＬＦ（ユニバーサル充電器　ハンズフリーユニット） 　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ非作動
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　ＵＬＦ（ユニバーサル充電器　ハンズフリーユニット） 　ＭＯＳＴバス　：　ライト出力削減

　ＵＬＦ（ユニバーサル充電器　ハンズフリーユニット） 　コントロールユニットリセット

　ＵＬＦ（ユニバーサル充電器　ハンズフリーユニット） 　初期設定

　ＵＬＦ－ＳＢＸ（インターフェイスボックス） 　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ作動

　ＵＬＦ－ＳＢＸ（インターフェイスボックス） 　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ非作動

　ＵＬＦ－ＳＢＸ（インターフェイスボックス） 　ＭＯＳＴバス　：　ライト出力削減

　ＵＬＦ－ＳＢＸ（インターフェイスボックス） 　コントロールユニットリセット

　ＵＬＦ－ＳＢＸ（インターフェイスボックス） 　初期設定

　ＵＬＦ－ＳＢＸ（インターフェイスボックス） 　接続Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスを削除

　ＵＬＦ－ＳＢＸ－Ｈ（インターフェイスボックスハイ） 　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ作動（平行取付けＴＣＵ　ＵＬＦ－ＳＢＸ－Ｈなし）

　ＵＬＦ－ＳＢＸ－Ｈ（インターフェイスボックスハイ） 　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ停止（平行取付けＴＣＵ　ＵＬＦ－ＳＢＸ－Ｈなし）

　ＵＬＦ－ＳＢＸ－Ｈ（インターフェイスボックスハイ） 　ＭＯＳＴバス　：　ライト出力削減

　ＵＬＦ－ＳＢＸ－Ｈ（インターフェイスボックスハイ） 　初期設定

　ＵＬＦ－ＳＢＸ－Ｈ（インターフェイスボックスハイ） 　接続Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスを削除

　ＶＤＭ（上下方向ダイナミクスマネージメント） 　コントロールユニットリセット

　ＶＭ（ビデオモジュール） 　ＭＯＳＴバス　：　ライト出力削減

　ＶＭ（ビデオモジュール） 　ＴＶＭファン

　ＶＭ（ビデオモジュール） 　ＴＶチャンネル１設定

　ＶＭ（ビデオモジュール） 　ＴＶチャンネル２設定

　ＶＭ（ビデオモジュール） 　アンテナテスト（ＴＶアンテナ１）

　ＶＭ（ビデオモジュール） 　アンテナテスト（ＴＶアンテナ２）

　ＶＭ（ビデオモジュール） 　アンテナテスト（ＴＶアンテナ３）

　ＶＭ（ビデオモジュール） 　コントロールユニットリセット

　ＶＭ（ビデオモジュール） 　テストカード

　ＶＭ（ビデオモジュール） 　テスト画像（ＴＶ機能ＯＮ）

　ＶＭ（ビデオモジュール） 　ビデオモジュールセルフテスト

　ＶＳＧ（ビークルサウンドジェネレーター） 　Ｍｕｔｉｎｇ　ＯＦＦ

　ＶＳＧ（ビークルサウンドジェネレーター） 　Ｍｕｔｉｎｇ　ＯＮ

　ＶＳＧ（ビークルサウンドジェネレーター） 　アウトサイドサウンド作動（パワーステージ１）

　ＶＳＧ（ビークルサウンドジェネレーター） 　アウトサイドサウンド作動（パワーステージ２）

　ＶＳＧ（ビークルサウンドジェネレーター） 　アウトサイドサウンド作動（パワーステージ３）

　ＶＳＧ（ビークルサウンドジェネレーター） 　コントロールユニットリセット

　ＶＳＷ（ビデオスイッチ） 　コントロールユニットリセット

　ＶＳＷ（ビデオスイッチ） 　ソフトウェアセルフテスト

　ＶＳＷ（ビデオスイッチ） 　ハードウェアセルフテスト

　ＶＳＷ（ビデオスイッチ） 　ビデオ出力テスト

　ＶＴＧ（トランスファーギアボックス） 　ＶＴＧ機能チェック

　ＶＴＧ（トランスファーギアボックス） 　コントロールユニットリセット

　ＶＴＧ（トランスファーギアボックス） 　サーボモーター、クラッチ

　ＷＩＭ（ワイパーモジュール） 　クリーニングポンプ

　ＷＩＭ（ワイパーモジュール） 　ポンプ　ヘッドランプクリーニングシステム


