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トヨタソフト - カスタマイズリスト 
(リア)ウォッシャ-液だれ防止機能 

(リア)ウォッシャ-液だれ防止作動時間 

(リア)ウォッシャ-連動機能 

3秒同感知時ブザー音量 

3秒同感知時ブザー吹鳴 

5日節電の待機日数 

A/C スイッチインジケータ機能 

ACC OFF シートベルトバックル点灯 

AFS機能 

AHS機能 

AHS作動パターン設定 

Auto モードスタート機能 

BSM ブザー音量調整 

DEF時風量アップ 

DRL制御 

D ドアアンロック SW押下時 ステップ照明 

D席 2回操作アンロック 

D席オート DOWN作動 

D席オート UP作動 

D席シート空調/ヒータ感度調整 

D席シート空調オート感度調整 

D席ドアキー2回操作 

D席リターンアウェイ サイドサポート作動 

D席リターンアウェイ ペルビス作動 

D席リターンアウェイ ランバ前後作動 

D席リモート P席オート DOWN作動 

D席リモート P席オート UP作動 

D席リモート RL席オート DOWN作動 

D席リモート RL席オート UP作動 

D席リモート RR席オート DOWN作動 

D席リモート RR席オート UP作動 

D席開時アンロック 

D席速暖ヒータタイマ調整 

トヨタソフト - カスタマイズリスト 
D席速暖ヒータ機能 (IG連動) 

D席体格補正ヘッドレスト 

ECO モード制御 

FACE風量調整機能 

FOOT/DEF連動 

Frサイドセンサ作動設定 

Fr ワイパ車速感応間欠 

Fr作動センサ(R レンジ) 

HWD オート連動機能 

ICS機能 

IG OFF後オド表示時間設定 

IG OFF時窓全閉 

IG OFF忘れ警報 

IG-OFF イルミモード 

LAP-JET吹出口設定 

LH_SW作動条件 

LH作動中ブザー 

NV対策 

N レンジ作動条件 

ON時風速増加制御 

PBD オープンアシスト 

PBD クローズアシスト 

PBD作動確認ブザー音圧 

PBD作動中ブザー 

PUSH OFF時のキー忘れ 

P レンジドアロック解除 

P以外シフト時ロック 

P席 AUTO作動順序 

P席オート DOWN作動 

P席オート UP作動 

P席シート空調/ヒータ感度調整 

P席シート空調オート感度調整 

P席リターンアウェイ サイドサポート作動 

P席リターンアウェイ ペルビス作動 
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P席リターンアウェイ ランバ前後作動 

P席速暖ヒータタイマ調整 

P席速暖ヒータ機能 (IG連動) 

RL_SW作動条件 

RL作動中ブザー 

RL席オート DOWN作動 

RL席オート UP作動 

RL席シートヒータ IG連動機能 

RL席シートヒータオート感度調整 

RL席シートヒータ感度調整 

RL席シート空調 IG連動機能 

RL席シート空調オート感度調整 

RL席速暖ヒータタイマ調整 

RL席速暖ヒータ機能 (IG連動) 

RR_SW作動条件 

Rr作動センサ(P/R以外) 

RR作動中ブザー 

RR席オート DOWN作動 

RR席オート UP作動 

RR席シートヒータ IG連動機能 

RR席シートヒータオート感度調整 

RR席シートヒータ感度調整 

RR席シート空調 IG連動機能 

RR席シート空調オート感度調整 

RR席速暖ヒータタイマ調整 

RR席速暖ヒータ機能 (IG連動) 

Rデフォッガ作動モード 

SW操作ブザー音設定 

TEL ECU接続 

アドバンストイルミネーションシステム設定 

アンサーバックハザード動作 

アンロック(D席 SW)時外側ドア手元照明 

アンロック+ワイヤレス開 作動 

アンロック 2回操作 

アンロック時(D席 SW)サイドミラー足元照明 

アンロック時サイドミラー足元照明 

アンロック時ドームランプ点灯 
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アンロック時外側ドア手元照明 

イオン発生制御 

イニシャル内気設定 

イルミ点灯 

イルミ連動センターコンソール照明 

イルミ連動足元照明 

インテリア イルミネーション照明 

ウィンドウオープン量設定 

ウォッシャ液だれ防止機能 

ウォッシャ液だれ防止作動時間 

エアコン制御モード切替 

エコドライブインジケータバー 

エコドライブインジケータランプ 

エコバー表示 

エコモードスタート機能 

エコランプ/指針 

エンジン SW切り忘れ 1 

エンジン SW切り忘れ 2 

エンジン SW切り忘れ 3 

エンジン SW切り忘れ 4 

エンジン SW切り忘れ 5 

エンジン SW切り忘れ警報 

エンジン回転数(完爆判定時) 

エンジン始動可能表示 

エントリーディレイ時間切替 

エントリー制御モード 

オートアウェイ 

オートマチックハイビーム 

オートミラー格納復帰 

オートロック機能有無 

オートロック時間可変 

オートワイパ有無 

カーファインダー 

ガラス割れセンサによる警報 

キーエリア外警報 

キーオフ P/W作動モード 

キーバッテリー残量低下警告 



TPM2000 トヨタソフト - カスタマイズリスト 
 

3 / 6 
 

トヨタソフト - カスタマイズリスト 

キーレスアンサーバック 

キー違い警報 

キー持ち出し警報照合間隔 

キー持ち出し時のブザー回数 

キー持出し警報(P レンジ) 

キー持出し警報(P以外) 

キー持出し警報(同乗者) 

キー置忘れ警報 

キー抜き忘れウォーニング 

キー抜き忘れブザー音圧 

キー抜き忘れブザー吹鳴周期 

キー閉込防止 

クリソナ連動機能 

クローザ作動機能 

コンプ Auto連動設定 

コンプ DEF連動 

コンプ容量変更 

コンライト感度調整 

コンライト遅延時間 

サイドミラー足元照明 

シートヒータ ECO連動/タイマ機能 

シートベルトインフォメーションインジケータ 

シート照明 

シフト&PKB連動ドアロック 

シフト照明 

シフト連動ドアアンロック 

シフト連動ドアロック 

シフト連動ドアロック(D レンジ) 

シフト連動ドアロック(P レンジ以外) 

スイングレジスタオートモード 

ステアリングヒータオート機能 

ステアリングヒータ感度調整 

ステアリング照明 

ステップランプ点灯時間 

ストップ&スタート時ブロア作動設定 

スマートアンロックモード 

スマートイグニッション 
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スマートガラスハッチオープンモード 

スマートキー検知時 ステップ照明 

スマートキャンセル 

スマートトランク 

スマートバックドア 

スマートパワーウィンドウアップ 

スマートメモリ運転席復帰選択 

スマート警報時のブザー音圧 

スマート連動クローズ 

スライドルーフ開警告 

スライド連動クッション長 

スライド連動ヘッドレスト 

セキュリティアンサバック 

セキュリティシステム 

セキュリティパッシブモード 

セキュリティモード 

セルフパワーサイレンによる警報 

ソナーモード 

タコメータモード 

タコメータ応答性切替え 

タッチパネル反応時間調整 (マルチオペレーション) 

ダブルドアアンロック設定 

ダブルロック時間調整 

ダンパモータイニシャライズ 

ディスプレイ減光開始レベル 

ディスプレイ減光復帰レベル 

ディスプレイ表示 

デイライト機能 

テール消し忘れウォーニングブザー 

デフォッガ制御 

ドアアンロック時クリアランスランプ点灯機能 

ドアオートアンロック機能 

ドアオートロック機能 

ドアキー連動 P/W アップ 

ドアキー連動 P/W ダウン 

ドアキー連動 P/W作動モード 

ドアキー連動オープン 
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ドアキー連動クローズ 

ドアキー連動バックドア P/W アップ 

ドアキー連動バックドア P/W ダウン 

ドアキー連動作動方向 

ドアロック連動トランク 

ドア開時 ステップ照明 

ドア開時シートベルトバックル点灯 

ドア開時ワイヤレスロック 

ドームランプ点灯 

ドームランプ点灯 ACC OFF 

ドームランプ点灯時間 

トランクオープナー 

トランクキー閉じ込み防止 

ナイトビュー歩行者検知ブザー 

ハイプレッシャ外気連動 

ハイマウントストップランプ 

ハザードアンサーバック 

ハザードによる警報 

バックセンサー報知距離 

バックドアパワー作動 

パッシブモードディレイ時間 

バッテリセーバー 

パニック機能 

ばね上制振制御 

パワーバックドア開度調節 

パワー作動機能 

フィルタ目詰まり感度シフト値 

フォローミーホーム点灯時間 

ブザーアンサーバック 

ブザーモード 

ブザー音量設定 

ブザー吹鳴周波数 

プラズマクラスタ制御 

フラッシャーブザー 

フラッシャリレー音出力 

フラッシャ音色設定 

フラッシャ音量調整 
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プレ空調起動操作 

プレ空調時除霜機能 

プレ空調停止操作 

フロント&リヤブザー音量 

フロント&リヤブザー周波数 

フロントサイド報知距離 

フロントセンサー報知距離 

フロント席 SW作動条件 

フロント操作オート作動 

ベルトインフォメーション 

ホーンによる警報 

ミラー足元照明点灯時間 

メイン SW連動ワイヤレストランクオープナ 

メータ内ドライブモニタ単位 

メータ内言語切替え 

メカキーでのセキュリティ解除 

メタルトップ作動速度 

メモリコール作動ドア 

ラウンジイルミ調光点灯 

ランプオートカットディレイ 

リアサンシェードリバース降下機能 

リアサンシェードリバース降下遅延時間 

リアドア開ウォーニング 

リアワイパ LO時の停車間欠 

リアワイパ間欠時間 

リターンアウェイ オットマン作動 

リターンアウェイ移動量 

リターン時 P席連動 

リターン時オットマン戻し量 

リバース信号出力遅延時間 

リバース連動リヤワイパ 

リバース連動リヤワイパ回数 

リバース連動作動ミラー角度 (D席側) 

リバース連動作動ミラー角度 (P席側) 

リヤ 4 センサー作動 

リヤドームランプ 

リヤワイパモード 
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リヤワイパ間欠作動時間 

リヤ操作オート作動 

リラックス時 P席上動作 

リラックス時 P席前動作 

リラックス時オットマン上動作 

ワイヤレス 2回操作アンロック 

ワイヤレス LH オープン 

ワイヤレス P/W アップ 

ワイヤレス P/W ダウン 

ワイヤレス P/W作動モード 

ワイヤレス PBD オープン 

ワイヤレス RL オープン 

ワイヤレス RR オープン 

ワイヤレスアンロックドーム点灯 

ワイヤレスウィンドウクローズブザー 

ワイヤレスオープン 

ワイヤレスオープン ドアアンロック 

ワイヤレスガラスハッチ開機能コード選択 

ワイヤレスクローズ 

ワイヤレスドアアンロック時 ステップ照明 

ワイヤレスバックドア P/W オープン 

ワイヤレスブザー音量設定 

ワイヤレスメイン SW 

ワイヤレス開 作動 

ワイヤレス作動方向 

ワイヤレス連動 P/W アップ 

ワイヤレス連動 P/W ダウン 

ワイヤレス連動バックドア P/W 

一時ミュート解除速度調整 

運転席シートベルトウォーニングブザー 

液垂れ防止機能作動時間 

欧州ヘッドランプ点灯アドバイス 

音声案内機能 

夏冬モードワイパ切り替え 

外気モード自動切替機能 

外気温度表示設定 

吸込口(PSW/ロック)連動設定 
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警告レンジ(フロント) 

警告レンジ(リヤ) 

警報監視遅延 

警報作動時間 

後席エアピュリファイア Hi 

後席シートベルトウォーニングブザー 

降車時シート移動量 

作動センサー(P/R以外) 

作動確認ブザー音圧 

作動確認ブザー音量 

酸素リッチ E/G ON時制御 

自車位置検出機能 

自動電格制御 

室外照明点灯 

室内照明点灯 

車線変更点滅回数設定 

車速オートロック動作車速 

車速によるミラー自動復帰 

車速感応間欠ワイパー時間 

車速警報ブザー 

車両/セキュリティ ホーン警報 

住宅地モード設定 

助手席シートベルトウォーニングブザー 

障害物から離れる場合のブザー音量 

障害物から離れる場合の表示 

侵入センサ 
侵入センサ音検知機能 

侵入センサ感度調整 

制御タイプ切替え 

接近時サイドミラー足元照明 

接近時ドームランプ点灯 

接近時外側ドア手元照明 

接近通報音量調整 

設定温度シフト値 

全席ドアロック解除 

窓開警告 

窓開侵入センサ感度 
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足元ランプ設定(D席) 

足元ランプ設定(P席) 

足元冷風漏らし 

速度警報ブザー 

暖気時間設定 

駐車時車外照合発信間隔 

駐車状態での待機時間 

停車時間欠機能 

停車時接近通報音吹鳴機能 

電格ミラーオート電格制御 

内外気切替えモード設定 

燃費計 

燃料警告ブザー 

排ガスセンサ感度シフト値 

発進時接近通報音拡大機能 

半ドアウォーニング 

半ドアスマートロック 

半ドア対策 

方向指示灯点滅数 

防塵フィルタ 

累積暖気時間設定 

冷媒不足判定 

連続スマートロック禁止 
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