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ブランド モデル 年式 コーディング内容

ポロ(6R) 2010/02 以降 デイライト(アクティブ化、メニュー表示)、シートベルト警告音、ニードルスイープ、ワンタッチウィンカー回数設定

ポロ(AW) 2018/03 以降

デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、AUTO作動時のみON、工場出荷時ON)、シートベルト警
告音、ニードルスイープ、ラップカウンター表示、スタートアップ(メータ、MMI)、ワンタッチウィンカー回数設定、
パーキングアシスト画面OFF速度設定、ヒルホールドアシスト調整、ディファレンシャル･ロック調整、オートライト感
度調整、カミングホーム状態設定、カミングホームライト、ハイビームアシスト前回の状態記憶設定、アイドリングス
トップ機能無効化、キーON ワーニング表示、TV アクティブ

ゴルフ7(AU) 2013/06 以降

デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、AUTO作動時のみON、工場出荷時ON)、シートベルト警
告音、ニードルスイープ、ラップカウンター表示、スタートアップ(メータ、MMI)、ワンタッチウィンカー回数設定、
A/C風量表示(Auto時)、エアコンモード表示、シートヒータレベル前回の状態記憶設定(運転席、助手席)、パーキングア
シスト画面OFF速度設定、ヒルホールドアシスト調整、ダイナミックスタートアシスト調整、ディファレンシャル･ロッ
ク調整、オートホールドブレーキ状態設定、ESC OFF スイッチ設定、オートライト感度調整、カミングホーム状態設
定、カミングホームライト、ハイビームアシスト前回の状態記憶設定、アイドリングストップ機能無効化、キーON ワー
ニング表示、TV アクティブ

ゴルフ7ヴァリアント(AU) 2014/01 以降

デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、AUTO作動時のみON、工場出荷時ON)、シートベルト警
告音、ニードルスイープ、ラップカウンター表示、スタートアップ(メータ、MMI)、ワンタッチウィンカー回数設定、
A/C風量表示(Auto時)、エアコンモード表示、シートヒータレベル前回の状態記憶設定(運転席、助手席)、パーキングア
シスト画面OFF速度設定、ヒルホールドアシスト調整、ダイナミックスタートアシスト調整、ディファレンシャル･ロッ
ク調整、オートホールドブレーキ状態設定、ESC OFF スイッチ設定、オートライト感度調整、カミングホーム状態設
定、カミングホームライト、ハイビームアシスト前回の状態記憶設定、アイドリングストップ機能無効化、キーON ワー
ニング表示、TV アクティブ

ゴルフトゥーラン(1T) 2016/01 以降

デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、AUTO作動時のみON、工場出荷時ON)、シートベルト警
告音、ニードルスイープ、ラップカウンター表示、スタートアップ(メータ、MMI)、ワンタッチウィンカー回数設定、
A/C風量表示(Auto時)、エアコンモード表示、シートヒータレベル前回の状態記憶設定(運転席、助手席)、パーキングア
シスト画面OFF速度設定、ヒルホールドアシスト調整、ダイナミックスタートアシスト調整、ディファレンシャル･ロッ
ク調整、オートホールドブレーキ状態設定、ESC OFF スイッチ設定、オートライト感度調整、カミングホーム状態設
定、カミングホームライト、ハイビームアシスト前回の状態記憶設定、アイドリングストップ機能無効化、キーON ワー
ニング表示、TV アクティブ

ティグアン(5N) 2017/01 以降

デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、AUTO作動時のみON、工場出荷時ON)、シートベルト警
告音、ニードルスイープ、ラップカウンター表示、スタートアップ(メータ、MMI)、ワンタッチウィンカー回数設定、
A/C風量表示(Auto時)、エアコンモード表示、シートヒータレベル前回の状態記憶設定(運転席、助手席)、パーキングア
シスト画面OFF速度設定、ヒルホールドアシスト調整、ダイナミックスタートアシスト調整、ディファレンシャル･ロッ
ク調整、オートホールドブレーキ状態設定、ESC OFF スイッチ設定、オートライト感度調整、カミングホーム状態設
定、カミングホームライト、ハイビームアシスト前回の状態記憶設定、アイドリングストップ機能無効化、キーON ワー
ニング表示、TV アクティブ

トゥアレグ(7P) 2011/12 以降
デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ターンシグナル作動時設定)、シートベルト警告音、ニード
ルスイープ、ラップカウンター表示

パサート(3C) 2015/07 以降

デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、AUTO作動時のみON、工場出荷時ON)、シートベルト警
告音、ニードルスイープ、ラップカウンター表示、スタートアップ(メータ、MMI)、ワンタッチウィンカー回数設定、
A/C風量表示(Auto時)、エアコンモード表示、シートヒータレベル前回の状態記憶設定(運転席、助手席)、パーキングア
シスト画面OFF速度設定、ヒルホールドアシスト調整、ダイナミックスタートアシスト調整、ディファレンシャル･ロッ
ク調整、オートホールドブレーキ状態設定、ESC OFF スイッチ設定、オートライト感度調整、カミングホーム状態設
定、カミングホームライト、ハイビームアシスト前回の状態記憶設定、アイドリングストップ機能無効化、キーON ワー
ニング表示、TV アクティブ

パサートヴァリアント(3C) 2015/07 以降

デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、AUTO作動時のみON、工場出荷時ON)、シートベルト警
告音、ニードルスイープ、ラップカウンター表示、スタートアップ(メ―タ、MMI)、ワンタッチウィンカー回数設定、
A/C風量表示(Auto時)、エアコンモード表示、シートヒータレベル前回の状態記憶設定(運転席、助手席)、パーキングア
シスト画面OFF速度設定、ヒルホールドアシスト調整、ダイナミックスタートアシスト調整、ディファレンシャル･ロッ
ク調整、オートホールドブレーキ状態設定、ESC OFF スイッチ設定、オートライト感度調整、カミングホーム状態設
定、カミングホームライト、ハイビームアシスト前回の状態記憶設定、アイドリングストップ機能無効化、キーON ワー
ニング表示、TV アクティブ

アルテオン(3H) 2017/10 以降

デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、AUTO作動時のみON、工場出荷時ON)、シートベルト警
告音、ニードルスイープ、ラップカウンター表示、スタートアップ(メータ、MMI)、ワンタッチウィンカー回数設定、
A/C風量表示(Auto時)、エアコンモード表示、シートヒータレベル前回の状態記憶設定(運転席、助手席)、パーキングア
シスト画面OFF速度設定、ヒルホールドアシスト調整、ダイナミックスタートアシスト調整、オートホールドブレーキ状
態設定、ESC OFF スイッチ設定、オートライト感度調整、カミングホーム状態設定、カミングホームライト、ハイビー
ムアシスト前回の状態記憶設定、アイドリングストップ機能無効化、キーON ワーニング表示、TV アクティブ

VW



MTG5000_coding 2020.02.17

ブランド モデル 年式 コーディング内容

2013/09 以降

デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、AUTO作動時のみON、工場出荷時ON)、シートベルト警
告音、ニードルスイープ、ラップカウンター表示、スタートアップ(MMI)、ワンタッチウィンカー回数設定、パーキング
アシスト画面OFF速度設定、ヒルホールドアシスト調整、ダイナミックスタートアシスト調整、ディファレンシャル･
ロック調整、オートホールドブレーキ状態設定、オートライト感度調整、カミングホームライト、カミングホーム作動時
間設定、リービングホーム作動時間設定、ハイビームアシスト前回の状態記憶設定、アイドリングストップ機能無効化、
キーON ワーニング表示、ワイパー交換位置メニュー表示、TV アクティブ

2017/01 以降

デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、AUTO作動時のみON、工場出荷時ON、ポジションライト
作動)、シートベルト警告音、ニードルスイープ、ラップカウンター表示、スタートアップ(メ―タ、MMI)、ワンタッチ
ウィンカー回数設定、ACC距離設定表示、パーキングアシスト画面OFF速度設定、ヒルホールドアシスト調整、ダイナ
ミックスタートアシスト調整、ディファレンシャル･ロック調整、オートホールドブレーキ状態設定、オートライト感度
調整、カミングホーム作動時間設定、リービングホーム作動時間設定、ハイビームアシスト前回の状態記憶設定、アイド
リングストップ機能無効化、キーON ワーニング表示、ワイパー交換位置メニュー表示、TV アクティブ

2009/12 以降
デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ターンシグナル作動時設定)、シートベルト警告音、ニード
ルスイープ、ラップカウンター表示

2012/04 以降
デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ターンシグナル作動時設定)、シートベルト警告音、ニード
ルスイープ、ラップカウンター表示、EPB(手動解除動作、シートベルト検知、ドライバー降車検知、ドライブアウェイ
アシスト感度)

A4(8W) 2016/02 以降

デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ポジションライト作動)、シートベルト警告音、ニードルス
イープ、ラップカウンター表示、スタートアップ(メ―タ、MMI)、ワンタッチウィンカー回数設定、ロック解除時ウイン
カー点灯回数、ロック時ウインカー点灯回数、ACC距離設定表示、シートヒーター温度微調整(ステージ1、ステージ2、
ステージ3)、シートベンチレーション微調整(ステージ1、ステージ2、ステージ3)、パーキングアシスト画面OFF速度設
定、オートホールドブレーキ調整、自動パーキングブレーキ、ハイウェイライト設定、アイドリングストップ機能無効
化、ヘッドライトウォッシャー設定、TV アクティブ

2009/12 以降
デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ターンシグナル作動時設定)、シートベルト警告音、ニード
ルスイープ、ラップカウンター表示

2012/01 以降
デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ターンシグナル作動時設定)、シートベルト警告音、ニード
ルスイープ、ラップカウンター表示、ACC距離設定表示、EPB(手動解除動作、シートベルト検知、ドライバー降車検
知、ドライブアウェイアシスト感度)

A5(F5) 2017/04 以降

デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ポジションライト作動)、シートベルト警告音、ニードルス
イープ、ラップカウンター表示、スタートアップ(メ―タ、MMI)、ワンタッチウィンカー回数設定、ロック解除時ウイン
カー点灯回数、ロック時ウインカー点灯回数、ACC距離設定表示、シートヒーター温度微調整(ステージ1、ステージ2、
ステージ3)、シートベンチレーション微調整(ステージ1、ステージ2、ステージ3)、パーキングアシスト画面OFF速度設
定、オートホールドブレーキ調整、自動パーキングブレーキ、ハイウェイライト設定、アイドリングストップ機能無効
化、ヘッドライトウォッシャー設定、TV アクティブ

2011/08 以降
デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ターンシグナル作動時設定)、シートベルト警告音、ニード
ルスイープ、ラップカウンター表示、AHV/HHC 調整、EPB(手動解除動作、シートベルト検知、ドライバー降車検知、
ドライブアウェイアシスト感度)

2015/07 以降
デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ターンシグナル作動時設定)、シートベルト警告音、ニード
ルスイープ、ラップカウンター表示、AHV/HHC 調整、EPB(手動解除動作、シートベルト検知、ドライバー降車検知、
ドライブアウェイアシスト感度)、TV アクティブ

A6(4K) 2019/03 以降

デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ポジションライト作動)、シートベルト警告音、ニードルス
イープ、ラップカウンター表示、ワンタッチウィンカー回数設定、ロック解除時ウインカー点灯回数、ロック時ウイン
カー点灯回数、ACC距離設定表示、シートヒーター温度微調整(ステージ1、ステージ2、ステージ3)、シートベンチ
レーション微調整(ステージ1、ステージ2、ステージ3)、リヤシートベンチレーション微調整(ステージ1、ステージ2、
ステージ3)、オートホールドブレーキ調整、自動パーキングブレーキ、ハイウェイライト設定、ヘッドライトウォッ
シャー設定、TV アクティブ

2011/05 以降
デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ターンシグナル作動時設定)、シートベルト警告音、ニード
ルスイープ、ラップカウンター表示、AHV/HHC 調整、EPB(手動解除動作、シートベルト検知、ドライバー降車検知、
ドライブアウェイアシスト感度)

2015/04 以降
デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ターンシグナル作動時設定)、シートベルト警告音、ニード
ルスイープ、ラップカウンター表示、AHV/HHC 調整、EPB(手動解除動作、シートベルト検知、ドライバー降車検知、
ドライブアウェイアシスト感度)、TV アクティブ

A7(4K) 2018/09 以降

デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ポジションライト作動)、シートベルト警告音、ニードルス
イープ、ラップカウンター表示、ワンタッチウィンカー回数設定、ロック解除時ウインカー点灯回数、ロック時ウイン
カー点灯回数、ACC距離設定表示、シートヒーター温度微調整(ステージ1、ステージ2、ステージ3)、シートベンチ
レーション微調整(ステージ1、ステージ2、ステージ3)、リヤシートベンチレーション微調整(ステージ1、ステージ2、
ステージ3)、オートホールドブレーキ調整、自動パーキングブレーキ、ハイウェイライト設定、ヘッドライトウォッ
シャー設定、TV アクティブ

A3(8V)

A4(8K)

A5(8F/8T)

Audi

A6(4G)

A7(4G)
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A8(4H) 2010/12 以降
デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ターンシグナル作動時設定)、シートベルト警告音、ニード
ルスイープ、ラップカウンター表示、AHV/HHC 調整、EPB(手動解除動作、シートベルト検知、ドライバー降車検知、
ドライブアウェイアシスト感度)

A8(4N) 2018/10 以降

デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ポジションライト作動)、シートベルト警告音、ニードルス
イープ、ラップカウンター表示、スタートアップ(メ―タ、MMI)、ワンタッチウィンカー回数設定、ロック解除時ウイン
カー点灯回数、ロック時ウインカー点灯回数、ACC距離設定表示、シートヒーター温度微調整(ステージ1、ステージ2、
ステージ3)、シートベンチレーション微調整(ステージ1、ステージ2、ステージ3)、リヤシートベンチレーション微調整
(ステージ1、ステージ2、ステージ3)、オートホールドブレーキ調整、自動パーキングブレーキ、ハイウェイライト設
定、ヘッドライトウォッシャー設定、TV アクティブ

Q2(GA) 2017/06 以降

デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、AUTO作動時のみON、工場出荷時ON)、シートベルト警
告音、ニードルスイープ、ラップカウンター表示、スタートアップ(メ―タ、MMI)、ワンタッチウィンカー回数設定、
パーキングアシスト画面OFF速度設定、ヒルホールドアシスト調整、ダイナミックスタートアシスト調整、ディファレン
シャル･ロック調整、オートホールドブレーキ状態設定、オートライト感度調整、カミングホーム作動時間設定、リービ
ングホーム作動時間設定、ハイビームアシスト前回の状態記憶設定、アイドリングストップ機能無効化、キーON ワーニ
ング表示、ワイパー交換位置メニュー表示、TV アクティブ

2009/06 以降
デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ターンシグナル作動時設定)、シートベルト警告音、ニード
ルスイープ、ラップカウンター表示

2012/11 以降
デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ターンシグナル作動時設定)、シートベルト警告音、ニード
ルスイープ、ラップカウンター表示、EPB(手動解除動作、シートベルト検知、ドライバー降車検知、ドライブアウェイ
アシスト感度)

Q5(FY) 2017/10 以降

デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ポジションライト作動)、シートベルト警告音、ニードルス
イープ、ラップカウンター表示、スタートアップ(メ―タ、MMI)、ワンタッチウィンカー回数設定、ロック解除時ウイン
カー点灯回数、ロック時ウインカー点灯回数、ACC距離設定表示、シートヒーター温度微調整(ステージ1、ステージ2、
ステージ3)、シートベンチレーション微調整(ステージ1、ステージ2、ステージ3)、パーキングアシスト画面OFF速度設
定、オートホールドブレーキ調整、自動パーキングブレーキ、ハイウェイライト設定、アイドリングストップ機能無効
化、ヘッドライトウォッシャー設定、TV アクティブ

Q7(4M) 2016/03 以降

デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ポジションライト作動)、シートベルト警告音、ニードルス
イープ、ラップカウンター表示、スタートアップ(メ―タ、MMI)、ワンタッチウィンカー回数設定、ロック解除時ウイン
カー点灯回数、ロック時ウインカー点灯回数、ACC距離設定表示、シートヒーター温度微調整(ステージ1、ステージ2、
ステージ3)、シートベンチレーション微調整(ステージ1、ステージ2、ステージ3)、パーキングアシスト画面OFF速度設
定、オートホールドブレーキ調整、自動パーキングブレーキ、ハイウェイライト設定、アイドリングストップ機能無効
化、ヘッドライトウォッシャー設定、TV アクティブ

Q8(F1) 2019/09 以降

デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ポジションライト作動)、シートベルト警告音、ニードルス
イープ、ラップカウンター表示、ワンタッチウィンカー回数設定、ロック解除時ウインカー点灯回数、ロック時ウイン
カー点灯回数、ACC距離設定表示、シートヒーター温度微調整(ステージ1、ステージ2、ステージ3)、シートベンチ
レーション微調整(ステージ1、ステージ2、ステージ3)、リヤシートベンチレーション微調整(ステージ1、ステージ2、
ステージ3)、オートホールドブレーキ調整、自動パーキングブレーキ、ハイウェイライト設定、ヘッドライトウォッ
シャー設定、TV アクティブ

TT(8S) 2015/08 以降

デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、AUTO作動時のみON、工場出荷時ON、ポジションライト
作動)、ライト設定、シートベルト警告音、ニードルスイープ、ラップカウンター表示、スタートアップ(メ―タ)、ワン
タッチウィンカー回数設定、パーキングアシスト画面表示、パーキングアシスト画面OFF速度設定、ヒルホールドアシス
ト調整、ダイナミックスタートアシスト調整、ディファレンシャル･ロック調整、オートホールドブレーキ状態設定、
オートライト感度調整、カミングホーム作動時間設定、リービングホーム作動時間設定、ハイビームアシスト前回の状態
記憶設定、アイドリングストップ機能無効化、キーON ワーニング表示、ワイパー交換位置メニュー表示、TV アクティ
ブ

R8(4S) 2016/03 以降
デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ポジションライト作動)、シートベルト警告音、ニードルス
イープ、AHV/HHC 調整、EPB(手動解除動作、シートベルト検知、ドライバー降車検知、ドライブアウェイアシスト感
度)、TV アクティブ

Q5(8R)
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ブランド モデル 年式 コーディング内容

2013/09 以降 シートベルト警告音、ワンタッチウィンカー回数設定

2015/01 以降
シートベルト警告音、ワンタッチウィンカー回数設定、EPB(手動解除動作、シートベルト検知、ドライバー降車検知、
ドライブアウェイアシスト感度)

ベンテイガ(BA) 2016/09 以降

デイライト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ポジションライト作動)、シートベルト警告音、ニードルス
イープ、ラップカウンター表示、ワンタッチウィンカー回数設定、ロック解除時ウインカー点灯回数、ロック時ウイン
カー点灯回数、ACC距離設定表示、シートヒーター温度微調整(ステージ1、ステージ2、ステージ3)、リヤシートヒー
ター温度微調整(ステージ1、ステージ2、ステージ3)、シートベンチレーション微調整(ステージ1、ステージ2、ステー
ジ3)、リヤシートベンチレーション微調整(ステージ1、ステージ2、ステージ3)、シートヒータレベル前回の状態記憶設
定(運転席、助手席、リヤ運転席、リヤ助手席)、パーキングアシスト画面OFF速度設定、オートホールドブレーキ調整、
自動パーキングブレーキ、ハイウェイライト設定、ヘッドライトウォッシャー設定、TV アクティブ

2008y 以前 シートベルト警告音

2009y 以降
シートベルト警告音、デイライト(アクティブ化、ポジションライト作動、フロントライト設定、メニュー表示(メー
タ))、オートロック(車速 > 5 km/h)(キー1、キー2、キー3、キー4̃8)、クロノメータ イルミネーション設定

2012y 以降
シートベルト警告音、デイライト(メニュー表示 アクティブ化、メニュー表示(メータ))、ISS デフォルト設定、ISS 前回
の状態記憶設定、ワンタッチウィンカー回数設定、右側/左側通行切替表示(メータ)、ミラー格納切替表示(メータ)、リ
バース時ミラー下降切替表示(メータ)、G-Force メニュー表示(メータ)

2017y 以降
シートベルト警告音、デイライト(メニュー表示 アクティブ化、メニュー表示(メータ))、ISS デフォルト設定、ISS 前回
の状態記憶設定、ワンタッチウィンカー回数設定、右側/左側通行切替表示(メータ)、ミラー格納切替表示(メータ)、リ
バース時ミラー下降切替表示(メータ)、G-Force メニュー表示(メータ)、TV アクティブ

2008y 以前 シートベルト警告音

2009y 以降
シートベルト警告音、デイライト(アクティブ化、ポジションライト作動、フロントライト設定、メニュー表示(メー
タ))、デイライト許可(キー1、キー2、キー3)、オートロック(車速 > 5 km/h)(キー1、キー2、キー3、キー4̃8)、ク
ロノメータ イルミネーション設定

ボクスター/ケイマン(981)2013y 以降
シートベルト警告音、デイライト(メニュー表示 アクティブ化、メニュー表示(メータ))、ISS デフォルト設定、ISS 前回
の状態記憶設定、ワンタッチウィンカー回数設定、右側/左側通行切替表示(メータ)、ミラー格納切替表示(メータ)、リ
バース時ミラー下降切替表示(メータ)、G-Force メニュー表示(メータ)

718ボクスター/718ケ
イマン(982)

2017y 以降 TV アクティブ

2011y 以降
シートベルト警告音、デイライト(メニュー表示 アクティブ化、メニュー表示(メータ))、ISS デフォルトOFF設定、ISS
前回の状態記憶設定、ワンタッチウィンカー回数設定、右側/左側通行切替表示(メータ)、ミラー格納切替表示(メータ)、
リバース時ミラー下降切替表示(メータ)、G-Force メニュー表示(メータ)

2017y 以降
シートベルト警告音、デイライト(メニュー表示 アクティブ化、メニュー表示(メータ))、ISS デフォルトOFF設定、ISS
前回の状態記憶設定、ワンタッチウィンカー回数設定、右側/左側通行切替表示(メータ)、ミラー格納切替表示(メータ)、
リバース時ミラー下降切替表示(メータ)、G-Force メニュー表示(メータ)、TV アクティブ

2015y 以降

シートベルト警告音、デイライト(メニュー表示 アクティブ化、メニュー表示(メータ))、ISS デフォルトOFF設定、ISS
前回の状態記憶設定、ワンタッチウィンカー回数設定、右側/左側通行切替表示(メータ)、ミラー格納切替表示(メータ)、
リバース時ミラー下降切替表示(メータ)、G-Force メニュー表示(メータ)、EPB(ドライブアウェイアシスト感度、キー
OFF作動、手動解除動作、自動解除、シートベルト検知)

2017y 以降

シートベルト警告音、デイライト(メニュー表示 アクティブ化、メニュー表示(メータ))、ISS デフォルトOFF設定、ISS
前回の状態記憶設定、ワンタッチウィンカー回数設定、右側/左側通行切替表示(メータ)、ミラー格納切替表示(メータ)、
リバース時ミラー下降切替表示(メータ)、G-Force メニュー表示(メータ)、EPB(ドライブアウェイアシスト感度、キー
OFF作動、手動解除動作、自動解除、シートベルト検知)、TV アクティブ

パナメーラ(970) 2010y 以降
シートベルト警告音、デイライト(メニュー表示 アクティブ化、メニュー表示(メータ))、ISS デフォルトOFF設定、ISS
前回の状態記憶設定、ワンタッチウィンカー回数設定、右側/左側通行切替表示(メータ)、ミラー格納切替表示(メータ)、
リバース時ミラー下降切替表示(メータ)、G-Force メニュー表示(メータ)

パナメーラ(971) 2017y 以降 TV アクティブ

911(997)

ボクスター/ケイマン(987)

Bentley

コンチネンタル(3W)

Porsche

911(991)

カイエン(92A)

マカン(95B)
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Aクラス(W176) 2015y11 以降
ニードルスイープ、シートベルト警告音、リバース警告音、エンジン始動時DRL S/W有効化、デイライト(DRL)有効
化、夜間デイライト光量設定、日中デイライト光量設定、Unlock時ウインカー点灯回数、Lock時ウインカー点灯回数、
内気循環S/W固定、オートライト感度調整、オートライト反応時間調整、ナビ・スタートアップ、ISデフォルトOFF

Bクラス(W246) 2015y01 以降
ニードルスイープ、シートベルト警告音、リバース警告音、エンジン始動時DRL S/W有効化、デイライト(DRL)有効
化、夜間デイライト光量設定、日中デイライト光量設定、Unlock時ウインカー点灯回数、Lock時ウインカー点灯回数、
内気循環S/W固定、オートライト感度調整、オートライト反応時間調整、ナビ・スタートアップ、ISデフォルトOFF

Cクラス(W205) 2014y07 以降
TV アクティブ、ニードルスイープ、シートベルト警告音、リバース警告音、デイライト(DRL)有効化、Unlock時ウイン
カー点灯回数、Lock時ウインカー点灯回数、ワンタッチターンシグナル、ISデフォルトOFF、オートライト感度調整、
ナビ・オートライト、オートライト反応時間調整、ナビ・スタートアップ

CLAクラス(C117) 2015y04 以降
ニードルスイープ、シートベルト警告音、リバース警告音、エンジン始動時DRL S/W有効化、デイライト(DRL)有効
化、夜間デイライト光量設定、日中デイライト光量設定、Unlock時ウインカー点灯回数、Lock時ウインカー点灯回数、
内気循環S/W固定、オートライト感度調整、オートライト反応時間調整、ナビ・スタートアップ、ISデフォルトOFF

Eクラス(W213) 2016y07 以降
TV アクティブ、シートベルト警告音、ナビ・スタートアップ、デイライト(DRL)有効化、リバース警告音、Unlock時ウ
インカー点灯回数、Lock時ウインカー点灯回数、ワンタッチターンシグナル、ISデフォルトOFF

Gクラス(G463) 2016y06 以降
シートベルト警告音、リバース警告音、エンジン始動時DRL S/W有効化、デイライト(DRL)有効化、日中デイライト光
量設定、Unlock時ウインカー点灯回数、Lock時ウインカー点灯回数、ワンタッチターンシグナル、ナビ・スタートアッ
プ、ISデフォルトOFF

GLAクラス(X156) 2015y04 以降
ニードルスイープ、シートベルト警告音、リバース警告音、エンジン始動時DRL S/W有効化、デイライト(DRL)有効
化、夜間デイライト光量設定、日中デイライト光量設定、Unlock時ウインカー点灯回数、Lock時ウインカー点灯回数、
内気循環S/W固定、オートライト感度調整、オートライト反応時間調整、ナビ・スタートアップ、ISデフォルトOFF

GLC(X253) 2016y02 以降
TV アクティブ、シートベルト警告音、リバース警告音、デイライト(DRL)有効化、Unlock時ウインカー点灯回数、
Lock時ウインカー点灯回数、ワンタッチターンシグナル、ナビ・スタートアップ、オートライト感度調整、オートライ
ト反応時間調整、ISデフォルトOFF

GLS(X166) 2016y04 以降
シートベルト警告音、リバース警告音、エンジン始動時DRL S/W有効化、デイライト(DRL)有効化、Unlock時ウイン
カー点灯回数、Lock時ウインカー点灯回数、ワンタッチターンシグナル、内気循環S/W固定、オートライト感度調整、
オートライト反応時間調整、ナビ・スタートアップ、ISデフォルトOFF

Sクラス(W222)
Maybach(W222)

2013y09 以降
TV アクティブ、シートベルト警告音、リバース警告音、デイライト(DRL)有効化、Unlock時ウインカー点灯回数、
Lock時ウインカー点灯回数、ワンタッチターンシグナル、ISデフォルトOFF、オートライト感度調整、ナビ・オートラ
イト、オートライト反応時間調整、ナビ・スタートアップ

Sクラス・クーペ(C217) 2014y12 以降
TV アクティブ、シートベルト警告音、リバース警告音、デイライト(DRL)有効化、Unlock時ウインカー点灯回数、
Lock時ウインカー点灯回数、ワンタッチターンシグナル、ISデフォルトOFF、オートライト感度調整、ナビ・オートラ
イト、オートライト反応時間調整、ナビ・スタートアップ

Vクラス(W447) 2015y10 以降
TV アクティブ、シートベルト警告音、リバース警告音、ニードルスイープ、Unlock時ウインカー点灯回数、Lock時ウ
インカー点灯回数、ワンタッチターンシグナル、ナビ・スタートアップ、内気循環S/W固定

M/Benz
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F-Model 2017y7 以前

TVアクティブ、リーガルディスクレーマ、ディライト、ディライトメニュ、P席ミラー下降角、ドアミラー格納、ドア
ロック・アンサーバック、ワンタッチターンシグナル、インパネ・デジタルスピードメータ、ECO PRO、IS前回設定記
憶、ナビ・スタートアップ、D席シートベルト警告音、P席シートベルト警告音、リバース・ゴング音、GPS連動時刻補
正、A/C ON/OFF状態記憶、Fr.ワンタッチウインドウ、Rr.ワンタッチウインドウ、ナビ・パワーOFF、ヘッドライト
ウォシャ、インパネ・ロゴ、USB動画再生有効化、D席トランク閉機能、エンジン始動時ゴング音、リバース時ナンバー
灯調光、AMラジオメニュー(i3のみ)

F-Model (DRL標準装備
車)、
G-Model
※DRL=デイタイムランニ
ングライト

2017y7 以降

TVアクティブ(63Kmまで)、0位置有効化、リーガルディスクレーマ、ディライト、ディライトメニュ、P席ミラー下降
角、インパネ・ロゴ、インパネ・アルピナ(Ｍ以外)、IS前回設定記憶、ECO PRO設定、サウンドセット、リバース・ゴ
ング音、GPS連動時刻補正、Fr.ワンタッチウインドウ、Rr.ワンタッチウインドウ、ドア開ナビ・パワーOFF、USB動
画コーディック有効化、EG作動時ドアロック音、D席トランク閉機能、ドアロック・アンサーバック、トランクオープ
ン反応時間、ドアミラー格納、ナビ・スタートアップ、ワンタッチターンシグナル、ワンタッチターンシグナルメニュ、
リバース時ナンバー灯調光

MINI F54/F55/F56
NBT_iDrive
ｼｽﾃﾑ搭載車

TVアクティブ、リーガルディスクレーマ、スポーツディスプレイ、デイライト、デイライトメニュー、デイライト照度
（OFF時）、デイライト照度（ON時）、ダイナミックブレーキライト、P席ミラー下降角、ドアミラー格納、ドアロッ
クアンサーバック、ワンタッチターンシグナル、インパネデジタルスピードメータ、ECO PRO、ISデフォルトOFF、IS
前回設定記憶、ナビスタートアップ、D席シートベルト警告音、P席シートベルト警告音、リバースゴング音、GPS連動
時刻補正、A/C ON/OFF状態記憶、Fr.ワンタッチウィンドウ、Rr.ワンタッチウィンドウ、クルーズコントロール車間距
離、レーンデパーチャウォーニング、レーンチェンジウォーニング動作開始速度、エンジン始動条件、フォグ・ヘッドラ
イト連動、フォグ・コーナリングライト、ヘッドライトウォッシャ、インパネロゴ、USB動画再生有効化、オートライ
ト感度、D席トランク閉機能

BMW
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デイライト アクティブ化
デイライト点灯(ON/OFFのメニューは表示されない)
(注)点灯しない場合、"デイライト 工場出荷時ON"の設定がされていないの可能性があります。その場合は"デイライト 工場
出荷時ON"の設定をする、または"デイライト メニュー表示"の設定をして、デイライトを点灯させてください。

デイライト メニュー表示 MMI(ナビ)に項目を追加

デイライト EPB作動時OFF
パーキングブレーキ作動時に、デイライトを消灯
(注)"デイライト AUTO作動時のみON"を設定してある場合、この項目を設定しても機能しません。

デイライト AUTO作動時のみON オートライトがONの時のみ、デイライトを点灯

デイライト ポジションライト作動 デイライト作動時に、テールライト(リヤのポジションライト)が点灯

デイライト 工場出荷時ON 工場出荷時にリセットした際にONの状態にする

デイライト ターンシグナル作動時設定 ターンシグナル作動時にデイライトを、点灯、減光または消灯に設定

ライト設定(左前ライト、右前ライト、左前デイラ
イト、右前デイライト、左後ライト、右後ライ
ト、ナンバー灯)

デイライト、ポジションライトなどの機能と明るさを設定
Audi TT(8S)のデイライトは、"デイライト ポジションライト作動"を設定してもテールランプが点灯している場合がありま
すので、この項目の該当するライトの設定を変更してください。

シートベルト警告音 ON/OFF

ニードルスイープ
エンジン始動時にメーターの針が作動
(注)デジタルメータの場合、メータの電源をOFFにしないと設定が反映されない場合がありますので、全てのドアを閉めて
施錠した状態にして下さい。

ラップカウンター表示
ラップタイムの機能を追加
(注)一部の車種でONに設定しても表示されない場合があります。

スタートアップ(メ―タ、MMI(ナビ)) エンジンスタート時の画面を変更

ワンタッチウィンカー回数設定
設定されている回数内で変更
(注)一部の車種で、ナビの設定画面から工場出荷時にリセットする必要があります。

ロック解除時ウインカー点灯回数 設定されている回数内で変更（ロック時と同じ回数は設定不可）

ロック時ウインカー点灯回数 設定されている回数内で変更（アンロック時と同じ回数は設定不可）

ACC距離設定表示 MMI(ナビ)に項目を追加します。
シートヒーター温度微調整(ステージ1、ステージ
2、ステージ3)

シートヒーターの温度を-5～+5℃の間で調整

リヤシートヒーター温度微調整(ステージ1、ス
テージ2、ステージ3)

リヤシートヒーターの温度を-5～+5℃の間で調整

シートベンチレーション微調整(ステージ1、ス
テージ2、ステージ3)

シートベンチレーションの回転を-10～+10%の間で調整

リヤシートベンチレーション微調整(ステージ1、
ステージ2、ステージ3)

リヤシートベンチレーションの回転を-10～+10%の間で調整

A/C 風量表示(Auto時) オートエアコン使用時の風量を表示

エアコンモード表示 オートエアコン使用時の風量の設定画面を表示
シートヒータレベル前回の状態記憶設定(運転席、
助手席、リヤ運転席、リヤ助手席)

シートヒータレベルの前回設定の記憶

パーキングアシスト画面表示 パーキングアシスト作動時の画面を表示

パーキングアシスト画面OFF速度設定 パーキングアシストの画面が自動にOFFになる速度を設定

オートホールドブレーキ調整 オートホールドブレーキ解除の感度調整

ヒルホールドアシスト調整 ヒルホールドアシスト解除の感度調整

ダイナミックスタートアシスト調整 ダイナミックスタートアシスト感度調整

ディファレンシャル･ロック調整 ディファレンシャル･ロックの効き具合の調整

オートホールドブレーキ状態設定 オートホールドブレーキの作動状態を設定(常時ON、常時OFF、前回の設定)

ESC OFF スイッチ設定 ESC OFF スイッチの内容を変更

EPB 手動解除動作 パーキングブレーキ解除の方法を設定

EPB シートベルト検知
パーキングブレーキ解除の条件にシートベルト検知の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリバースで
アクセル踏んだ時)

EPB ドライバー降車検知
パーキングブレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリバース
時)

EPB ドライブアウェイアシスト感度 パーキングブレーキ解除の感度調整

自動パーキングブレーキ
イグニッションOFFでパーキングブレーキを作動し、DレンジまたはRレンジでアクセルを踏んだ時にパーキングブレーキ
を解除 (注)一部車種によって対応していない場合があります。

オートライト感度調整 オートライトが作動する感度を調整

カミングホーム状態設定 カミングホームの作動条件の変更

カミングホームライト カミングホーム作動時に、作動させるライトを設定

カミングホーム作動時間設定 カミングホーム作動時間を設定

リービングホーム作動時間設定 リービングホーム作動時間を設定

ハイビームアシスト前回の状態記憶設定
ハイビームアシストの前回設定の記憶
(注)ヘッドライトスイッチを切り替えた場合、車両側で再設定する必要があります。

ハイウェイライト設定 ハイウェイライトの機能を設定

アイドリングストップ機能無効化 アイドリングストップ機能を無効

キーON ワーニング表示
イグニッションON時にドアを開けた場合の警告音と警告表示の設定(Audiの一部の車種で、イグニッションOFFでドアを開
けた時のAudiサウンドも含む)

ワイパー交換位置メニュー表示 MMI(ナビ)に項目を追加

ヘッドライトウォッシャー設定 ヘッドライトウォッシャーの機能を設定

TV アクティブ 走行時に、TVを作動

VW/Audi/Bent
ley
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ブランド 項目 機能

シートベルト警告音 ON/OFF

デイライト アクティブ化 デイライト点灯(ON/OFFのメニューは表示されない)

デイライト メニュー表示 アクティブ化
メータまたはPCM(ナビ)に"デイライトON/OFF"切替の機能を有効にします。(注)メータにメニュー表示させる場合、"デイ
ライト メニュー表示(メータ)"を設定する必要があります。

デイライト メニュー表示(メータ) メータに"デイライトON/OFF"切替の項目を追加

デイライト ポジションライト作動 デイライト作動時に、ポジションライト(フロントとリヤのポジションライト)が点灯

デイライト フロントライト設定 デイライト作動時に、作動させるライトを設定

デイライト許可(キー1、キー2、キー3) それぞれのキーにデイライトの機能を作動させるか割り当てます。

ISS デフォルトOFF設定 アイドリングストップキャンセル

ISS デフォルト設定 エンジン始動時のアイドリングストップ状態の設定

ISS 前回の状態記憶設定 アイドリングストップの前回設定の記憶

ワンタッチウィンカー回数設定 設定されている回数内で変更

右側/左側通行切替表示(メータ) メータに"右側/左側通行"切替の項目を追加

ミラー格納切替表示(メータ) メータに"ミラー格納"切替の項目を追加

リバース時ミラー下降切替表示(メータ) メータに"リバース時ミラー下降"切替の項目を追加

G-Force メニュー表示(メータ) メータに"G-Force"の項目を追加

オートロック(車速 > 5 km/h)(キー1、キー2、
キー3、キー4̃8)

それぞれのキーに車速が 5 km/h を超えると、自動でドアロックを行う機能を割り当てます。

EPB ドライブアウェイアシスト感度 パーキングブレーキ解除の感度調整

EPB キーOFF作動 イグニッションOFFでパーキングブレーキを作動

EPB 手動解除動作 パーキングブレーキ解除の方法を設定

EPB 自動解除 DレンジまたはRレンジでアクセルを踏んだ時にパーキングブレーキを解除

EPB シートベルト検知
パーキングブレーキ解除の条件にシートベルト検知の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリバースで
アクセル踏んだ時)

クロノメータ イルミネーション設定 クロノメータのスタンバイモード時のイルミネーションランプを点灯

TV アクティブ 走行時に、TVを作動

Porsche
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ブランド 項目 機能

TV アクティブ 走行時に、TVを作動

ニードルスイープ エンジン始動時にメーターの針が作動

シートベルト警告音 ON/OFF

リバース警告音 リバース時のアラーム音

エンジン始動時DRL S/W有効化 エンジン始動状態でDRLの設定を有効

デイライト(DRL)有効化 デイライト点灯

デイライト光量設定(日中/夜間) デイライトの光量を調整

Unlock時ウインカー点灯回数 設定されている回数内で変更

Lock時ウインカー点灯回数 設定されている回数内で変更

ワンタッチターンシグナル 設定されている回数内で変更

内気循環S/W固定
内機循環スイッチON時、内機循環を維持する設定
通常は内機循環ON時、約30分で外気循環に切り替わります。エンジン再始動時は外気循環に戻ります。

オートライト感度調整 オートライトが作動する感度を調整

ナビ・オートライト

オートライト反応時間調整 オートライトの反応時間を調整

ナビ・スタートアップ エンジンスタート時の画面を変更

ISデフォルトOFF アイドリングストップキャンセル

TVアクティブ
走行時に、TVを作動
(注)2017y7 以降のF-Model (デイライト標準装備車)およびG-Modelの車両は、63 Km/h以下の速度でのみ有効。

リーガルディスクレーマ エンジン起動時の安全警告の画面表示

スポーツディスプレイ ナビ画面にパワー&トルクメータを表示

ディライト デイライト点灯

ディライトメニュー デイライトON/OFF切替の項目を追加

デイライト照度（ON時/OFF時） デイライトの光量を調整

ダイナミックブレーキライト 緊急ブレーキの作動速度(ECS=50 km./h以上･US=5 km/h以上)

P席ミラー下降角 リバース時の助手席ミラーの下降角度の調整

ドアミラー格納 ドアロック時のドアミラーの格納時間設定

ドアロック・アンサーバック ドアロック時のアンサーバック･サイレンの設定

ワンタッチターンシグナル 設定されている回数内で変更

ワンタッチターンシグナルメニュ ナビの設定画面の回数を変更

インパネ・デジタルスピードメータ メータ内にデジタルスピードメータを表示

ECO PRO 始動時のECO PROモード状態を維持

ISデフォルトOFF アイドリングストップキャンセル

IS前回設定記憶 アイドリングストップの前回設定の記憶

ナビ・スタートアップ エンジンスタート時の画面を変更

シートベルト警告音(D席/P席) ON/OFF

リバース・ゴング音 リバース時のアラーム音

GPS連動時刻補正 時計をGPSと連動して補正

A/C ON/OFF状態記憶 A/Cの前回設定の記憶

ワンタッチウインドウ(Fr./Rr.) ドアオープン時のワンタッチパワーウィンドウクローズ

クルーズコントロール車間距離 クルーズコントロールの車間距離を調整

レーンデパーチャウォーニング ウォーニング認識の範囲設定

レーンチェンジウォーニング動作開始速度 作動開始速度の設定

エンジン始動条件 エンジン始動時のブレーキペダルの操作

ナビ・パワーOFF ドアオープンでナビ電源のOFF

フォグ・ヘッドライト連動 フォグランプをヘッドライトと連動

フォグ・コーナリングライト フォグランプをコーナリングライトとして使用

ヘッドライトウォシャ ヘッドライトウォッシャーの機能を設定

インパネ・ロゴ メータ内のロゴ表示

インパネ・アルピナ(Ｍ以外)

USB動画再生有効化 USB動画再生機能を設定

オートライト感度 オートライトが作動する感度を調整

D席トランク閉機能 運転席トランクスイッチでのゲートクローズ

エンジン始動時ゴング音 エンジン始動時のゴング音

リバース時ナンバー灯調光 リバース時のライセンスランプ光量の調整

AMラジオメニュー(i3のみ) AMラジオの項目を追加

0位置有効化 ライトスイッチの0位置(OFF時)の設定を変更

サウンドセット

EG作動時ドアロック音

トランクオープン反応時間

BMW/MINI

Mercedes
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ブランド 車種 年式 ナビシステム

ポロ(AW) 2018/03 以降 New MMI/Discover Pro

ゴルフ7(AU) 2013/06 以降 New MMI/Discover Pro

ゴルフ7ヴァリアント(AU) 2014/01 以降 New MMI/Discover Pro

ゴルフトゥーラン(1T) 2016/01 以降 New MMI/Discover Pro

ティグアン(5N) 2017/01 以降 New MMI/Discover Pro

トゥアレグ(7P) 2011/12 以降 MMI 3G/3G Plus(*)

パサート(3C) 2015/07 以降 New MMI/Discover Pro

パサートヴァリアント(3C) 2015/07 以降 New MMI/Discover Pro

アルテオン(3H) 2017/10 以降 New MMI/Discover Pro

A1(8X) 2011/01 以降 MMI 3G/3G Plus(*)

A3(8V) 2013/09 以降 New MMI/Discover Pro

A4(8K) 2009/12 以降 MMI 3G/3G Plus(*)

A4(8W) 2016/02 以降 New MMI/Discover Pro

A5(8F/8T) 2009/12 以降 MMI 3G/3G Plus(*)

A5(F5) 2017/04 以降 New MMI/Discover Pro

2011/08 以降 MMI 3G/3G Plus(*)

2015/07 以降 New MMI/Discover Pro

A6(4K) 2019/03 以降 New MMI/Discover Pro

2011/05 以降 MMI 3G/3G Plus(*)

2015/07 以降 New MMI/Discover Pro

A7(4K) 2018/09 以降 New MMI/Discover Pro

A8(4H) 2010/12 以降 MMI 3G/3G Plus(*)

A8(4N) 2018/10 以降 New MMI/Discover Pro

Q2(GA) 2017/06 以降 New MMI/Discover Pro

Q3(8U) 2012/05 以降 MMI 3G/3G Plus(*)

Q5(8R) 2009/06 以降 MMI 3G/3G Plus(*)

Q5(FY) 2017/10 以降 New MMI/Discover Pro

Q7(4L) 2010/07 以降 MMI 3G/3G Plus(*)

Q7(4M) 2016/03 以降 New MMI/Discover Pro

TT(8S) 2015/08 以降 New MMI/Discover Pro

R8(4S) 2016/03 以降 New MMI/Discover Pro

Bentley ベンテイガ(BA) 2016/09 以降 New MMI/Discover Pro

911(991) 2017y 以降 PCM

718ボクスター/718ケイマン(982) 2017y 以降 PCM

カイエン(92A) 2017y 以降 PCM

マカン(95B) 2017y 以降 PCM

パナメーラ(971) 2017y 以降 PCM
(*)MMI 3G/3G Plus のTVアクティブはリリースしていません。

A6(4G)

A7(4G)

Audi

VW

Porsche


