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2018 年 6 日 25 日 

日立ダイアグモニタ日立ダイアグモニタ日立ダイアグモニタ日立ダイアグモニタ HDMHDMHDMHDM----8000800080008000 ユーザー様ユーザー様ユーザー様ユーザー様        

（株）日立オートパーツ＆サービス 

 

ＨＤＭ８０００アプリのバージョンアップのご案内（Ver.３.３８） 

 

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを頂き厚く御礼申し上げます。 

さて、ＨＤＭ－８０００アプリのバージョンアップを行いますので、下記の通りご案内申し上げます。 

敬具 

記 

１１１１....ＨＤＭ８０００アプリ（ＨＤＭ８０００アプリ（ＨＤＭ８０００アプリ（ＨＤＭ８０００アプリ（VerVerVerVer３３３３....３８）３８）３８）３８）バージョンアップバージョンアップバージョンアップバージョンアップ内容内容内容内容    

（１）健康診断機能に「データ取得・入力手順」の選択機能を追加 

ＱＲコードから車検証の記載情報の読取りを行った後、下図のダイアログの表示を追加し、健康診断シート 

の作成手順を選択出来る様に致しました。作業状況に応じて、いずれかをタップして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① をタップした場合 従来通り、HDM８０００による全 DTC とエンジンのデータモニタの取得から、 

健康診断シートの作成を開始します。 

② をタップした場合 ●バッテリーチェッカーHCK６０１FB 等の専用チェッカーのデータ入力、日常点検 

 項目の入力から、健康診断シートの作成を開始することが可能です。 

●チェッカーのデータ、日常点検項目の点検結果のみで健康診断シートの作成、 

 保存を行うことも可能です。 

 （２）不具合の修正 

  OBDⅡソフトで保存したデータの比較が出来なくなる不具合を修正致しました。 

 

２２２２．バージョンアップ後の操作手順について．バージョンアップ後の操作手順について．バージョンアップ後の操作手順について．バージョンアップ後の操作手順について    

２/１５ページ以降をご参照下さい。 

 

３３３３．バージョンアップ手順．バージョンアップ手順．バージョンアップ手順．バージョンアップ手順    

１１/１５ページ以降の手順をご参照の上、バージョンアップを行って下さい。 

 

４４４４．リリース時期．リリース時期．リリース時期．リリース時期    

２０１８年６月２５日１７：００～からダウンロード可能です。 

以上 
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①①①①     

②②②②     



 

 

 

    

手順手順手順手順１１１１：：：：車両情報の読取り車両情報の読取り車両情報の読取り車両情報の読取り

「車両一覧画面」の「新規車両」をタップ

の右下に印刷されているＱＲコードを赤い枠内に入れて、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDMHDMHDMHDM８０００アプリ８０００アプリ８０００アプリ８０００アプリ

車両情報の読取り車両情報の読取り車両情報の読取り車両情報の読取り

「車両一覧画面」の「新規車両」をタップ

に印刷されているＱＲコードを赤い枠内に入れて、

８０００アプリ８０００アプリ８０００アプリ８０００アプリ Ver.Ver.Ver.Ver.

車両情報の読取り車両情報の読取り車両情報の読取り車両情報の読取り    

「車両一覧画面」の「新規車両」をタップ

に印刷されているＱＲコードを赤い枠内に入れて、

Ver.Ver.Ver.Ver.３３３３....３８以降の健康診断シート作成手順３８以降の健康診断シート作成手順３８以降の健康診断シート作成手順３８以降の健康診断シート作成手順

「車両一覧画面」の「新規車両」をタップして下さい。

に印刷されているＱＲコードを赤い枠内に入れて、
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３８以降の健康診断シート作成手順３８以降の健康診断シート作成手順３８以降の健康診断シート作成手順３８以降の健康診断シート作成手順

して下さい。ＱＲコードの読取画面

に印刷されているＱＲコードを赤い枠内に入れて、
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３８以降の健康診断シート作成手順３８以降の健康診断シート作成手順３８以降の健康診断シート作成手順３８以降の健康診断シート作成手順

ＱＲコードの読取画面

に印刷されているＱＲコードを赤い枠内に入れて、車両情報の読み込みを行って下さい。

© Hitachi Auto Parts＆ 

３８以降の健康診断シート作成手順３８以降の健康診断シート作成手順３８以降の健康診断シート作成手順３８以降の健康診断シート作成手順（一次点検編）（一次点検編）（一次点検編）（一次点検編）

ＱＲコードの読取画面が

車両情報の読み込みを行って下さい。

 Service Co., Ltd. 2018

（一次点検編）（一次点検編）（一次点検編）（一次点検編）

が表示されますので、

車両情報の読み込みを行って下さい。

（次ページに続く）

Service Co., Ltd. 2018. All rights reserved

（一次点検編）（一次点検編）（一次点検編）（一次点検編）    

されますので、車検証

車両情報の読み込みを行って下さい。 

（次ページに続く）

. All rights reserved

 

車検証    

（次ページに続く） 

. All rights reserved 
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手順手順手順手順２２２２：：：：「車種選択」の実行「車種選択」の実行「車種選択」の実行「車種選択」の実行    

ＱＲコードから読取した車両型式に対して、車種名の候補が複数ある場合は下図のダイアログが表示されます。 

該当する車種をタップして下さい。（車両型式に対して、車種名の候補が一つしかない場合、下図のダイアログは表

示されず、手順３の画面が表示されます）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順手順手順手順３３３３：：：：車両イメージの選択車両イメージの選択車両イメージの選択車両イメージの選択    

（１） 車検証の記載情報が入力された「車両情報登録」の画面が表示されます。 

（２） 画面を上方向にスクロールさせて「車両イメージ」の「選択してください」をタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）「イラストレイアウト車両イメージ選択」が表示されますので、必要に応じて上下にスクロールさせて、入庫車両 

に適合した車両イメージをタップして選択して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次ページに続く） 
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（４））「車両イメージ」の欄に選択した車種イメージの名称が表示されます

 

（５）「車両情報登録」の表示画面の左上にある「次へ」をタップして下さい。

 

手順手順手順手順４４４４：：：：健康診断シートの「新規作成」の実行健康診断シートの「新規作成」の実行健康診断シートの「新規作成」の実行健康診断シートの「新規作成」の実行

「健康診断履歴」の画面が表示されます。画面右下の「新規作成」をタップして下さい。

 

 

 

 

 

 

車両イメージ」の欄に選択した車種イメージの名称が表示されます

（５）「車両情報登録」の表示画面の左上にある「次へ」をタップして下さい。

健康診断シートの「新規作成」の実行健康診断シートの「新規作成」の実行健康診断シートの「新規作成」の実行健康診断シートの「新規作成」の実行

「健康診断履歴」の画面が表示されます。画面右下の「新規作成」をタップして下さい。

車両イメージ」の欄に選択した車種イメージの名称が表示されます

（５）「車両情報登録」の表示画面の左上にある「次へ」をタップして下さい。

健康診断シートの「新規作成」の実行健康診断シートの「新規作成」の実行健康診断シートの「新規作成」の実行健康診断シートの「新規作成」の実行

「健康診断履歴」の画面が表示されます。画面右下の「新規作成」をタップして下さい。

車両イメージ」の欄に選択した車種イメージの名称が表示されます

（５）「車両情報登録」の表示画面の左上にある「次へ」をタップして下さい。

健康診断シートの「新規作成」の実行健康診断シートの「新規作成」の実行健康診断シートの「新規作成」の実行健康診断シートの「新規作成」の実行    

「健康診断履歴」の画面が表示されます。画面右下の「新規作成」をタップして下さい。
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車両イメージ」の欄に選択した車種イメージの名称が表示されます

（５）「車両情報登録」の表示画面の左上にある「次へ」をタップして下さい。

「健康診断履歴」の画面が表示されます。画面右下の「新規作成」をタップして下さい。

© Hitachi Auto Parts
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車両イメージ」の欄に選択した車種イメージの名称が表示されます。

（５）「車両情報登録」の表示画面の左上にある「次へ」をタップして下さい。

「健康診断履歴」の画面が表示されます。画面右下の「新規作成」をタップして下さい。

Hitachi Auto Parts＆ 

。 

（５）「車両情報登録」の表示画面の左上にある「次へ」をタップして下さい。 

「健康診断履歴」の画面が表示されます。画面右下の「新規作成」をタップして下さい。 

 Service Co., Ltd. 2018

「健康診断履歴」の画面が表示されます。画面右下の「新規作成」をタップして下さい。 

（次ページに続く）

Service Co., Ltd. 2018. All rights reserved

（次ページに続く）

. All rights reserved

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次ページに続く） 

. All rights reserved 
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手順手順手順手順５５５５：：：：「データ取得・入力手順」の選択「データ取得・入力手順」の選択「データ取得・入力手順」の選択「データ取得・入力手順」の選択    

下図のダイアログが表示されますので、表示されている２つの手順から、実行したい手順を選択して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順６－手順６－手順６－手順６－AAAA：：：：「全「全「全「全 DTCDTCDTCDTC」の実行」の実行」の実行」の実行    

従来の操作方法と同様です。 

（１） 「接続中．．．しばらくお待ちください」が表示されます。 

（２） 診断ソフトの選択画面が表示されますので、入庫車両に合った診断ソフトを選択して下さい。 

（３） 年式、車両型式等の選択を行って下さい。 

（４） 「エンジンを暖機後に計測して下さい」が表示されましたら画面左下の「次へ」をタップして下さい。 

（５） 「故障コードの読取り」「エンジンデータ取得中」の順番で、車両からのデータ取得が実行されます。 

（６） データ取得が完了すると下図が表示されます。日常点検項目の入力（６/１５ページの手順７－手順７－手順７－手順７－AAAA を参照）、 

チェッカーによる計測値の入力（８/１５ページの手順７―手順７―手順７―手順７―BBBB を参照）等を行い、「走行距離」欄へのオドメータの 

距離入力（９/１５ページの手順９手順９手順９手順９を参照）等を行い、健康診断シートの作成を行って下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次ページに続く） 
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●全 DTC の実行から健康診断シート作成を開始する場合にタップします。車両側診断コネクタ 

に HDM８０００のインターフェースボックスを接続した後、こちらをタップして下さい。 

●タップした後の手順は、手順６―手順６―手順６―手順６―AAAA を参照して下さい。 

●バッテリーチェッカーHCK－６０１FB 等の専用チェッカーで計測した値の入力、もしくは日常 

点検項目の入力から健康診断シート作成を開始する場合にタップします。 

●タップした後の手順は、６/１５ページの手順６－手順６－手順６－手順６－BBBB を参照して下さい。 



 

手順６－手順６－手順６－手順６－BBBB：「チェッカーデータ：「チェッカーデータ：「チェッカーデータ：「チェッカーデータ

（１）健康診断シート作成画面が表示されます。

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 日常点検項目の入力から健康診断シート作成を開始する場合は

入力から健康診断シートの作成を開始する場合は

 

手順７手順７手順７手順７－－－－AAAA：「日常点検項目」：「日常点検項目」：「日常点検項目」：「日常点検項目」

（１）画面を上方向にスクロールさせて「日常点検」を表示させて下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）入力したい項目名称の左側に表示されているチェック欄をタップし、チェックを入れた後、

  入力欄をタップして、画面右側に〇、△、×、クリアの選択肢を表示させて下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①①①①     

：「チェッカーデータ：「チェッカーデータ：「チェッカーデータ：「チェッカーデータ

（１）健康診断シート作成画面が表示されます。

日常点検項目の入力から健康診断シート作成を開始する場合は

入力から健康診断シートの作成を開始する場合は

：「日常点検項目」：「日常点検項目」：「日常点検項目」：「日常点検項目」

（１）画面を上方向にスクロールさせて「日常点検」を表示させて下さい。

（２）入力したい項目名称の左側に表示されているチェック欄をタップし、チェックを入れた後、

入力欄をタップして、画面右側に〇、△、×、クリアの選択肢を表示させて下さい。

：「チェッカーデータ：「チェッカーデータ：「チェッカーデータ：「チェッカーデータ////日常点検項目」の実行日常点検項目」の実行日常点検項目」の実行日常点検項目」の実行

（１）健康診断シート作成画面が表示されます。

日常点検項目の入力から健康診断シート作成を開始する場合は

入力から健康診断シートの作成を開始する場合は

：「日常点検項目」：「日常点検項目」：「日常点検項目」：「日常点検項目」の入力の入力の入力の入力    

（１）画面を上方向にスクロールさせて「日常点検」を表示させて下さい。

（２）入力したい項目名称の左側に表示されているチェック欄をタップし、チェックを入れた後、

入力欄をタップして、画面右側に〇、△、×、クリアの選択肢を表示させて下さい。

日常点検項目」の実行日常点検項目」の実行日常点検項目」の実行日常点検項目」の実行

（１）健康診断シート作成画面が表示されます。 

日常点検項目の入力から健康診断シート作成を開始する場合は

入力から健康診断シートの作成を開始する場合は

    

（１）画面を上方向にスクロールさせて「日常点検」を表示させて下さい。

（２）入力したい項目名称の左側に表示されているチェック欄をタップし、チェックを入れた後、

入力欄をタップして、画面右側に〇、△、×、クリアの選択肢を表示させて下さい。
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日常点検項目」の実行日常点検項目」の実行日常点検項目」の実行日常点検項目」の実行    

 

日常点検項目の入力から健康診断シート作成を開始する場合は

入力から健康診断シートの作成を開始する場合は８/１５ページの

（１）画面を上方向にスクロールさせて「日常点検」を表示させて下さい。

（２）入力したい項目名称の左側に表示されているチェック欄をタップし、チェックを入れた後、

入力欄をタップして、画面右側に〇、△、×、クリアの選択肢を表示させて下さい。

© Hitachi Auto Parts
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日常点検項目の入力から健康診断シート作成を開始する場合は手順７－手順７－手順７－手順７－

１５ページの手順７－手順７－手順７－手順７－

（１）画面を上方向にスクロールさせて「日常点検」を表示させて下さい。 

（２）入力したい項目名称の左側に表示されているチェック欄をタップし、チェックを入れた後、

入力欄をタップして、画面右側に〇、△、×、クリアの選択肢を表示させて下さい。

© Hitachi Auto Parts＆ 

②②②②     

手順７－手順７－手順７－手順７－AAAA に進みます。チェッカーデータの

手順７－手順７－手順７－手順７－BBBB に進みます

（２）入力したい項目名称の左側に表示されているチェック欄をタップし、チェックを入れた後、

入力欄をタップして、画面右側に〇、△、×、クリアの選択肢を表示させて下さい。 

 Service Co., Ltd. 2018

    

に進みます。チェッカーデータの

に進みます。 

（２）入力したい項目名称の左側に表示されているチェック欄をタップし、チェックを入れた後、一次点検結果の

 

（次ページに続く）

Service Co., Ltd. 2018. All rights 

に進みます。チェッカーデータの

一次点検結果の 

（次ページに続く）

. All rights reserved

に進みます。チェッカーデータの 

 

（次ページに続く） 

reserved 



 

（３）点検結果に応じて、画面右側

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）点検結果が入力されます。点検結果の

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 前述の（２）～（４）の手順で、その他の項目の点検結果を入力して下さい。

（６） 日常点検項目の入力が完了されましたら、作業状況に応じて以下①～

① 全 DTC

② 専用チェッカーの計測値の入力を行う。⇒

③ 点検結果の入力を終了し、印刷、もしくは保存する。⇒

 

【補足１】入力結果の

① 修正、もしくは

    

    

    

    

    

    

    

② 画面右側に

    

    

    

    

    

    

    

    

③ 点検結果を変

場合はクリアを

する場合

    

（３）点検結果に応じて、画面右側

点検結果が入力されます。点検結果の

前述の（２）～（４）の手順で、その他の項目の点検結果を入力して下さい。

日常点検項目の入力が完了されましたら、作業状況に応じて以下①～

DTC を実行する。⇒

用チェッカーの計測値の入力を行う。⇒

検結果の入力を終了し、印刷、もしくは保存する。⇒

】入力結果の変更と

修正、もしくは削除したい点検結果の欄をタップします。

画面右側に〇、△、×、クリアの選択肢が表示されます。

点検結果を変更したい場合は○、△、×のいずれかをタップして下さい。

場合はクリアをタップして下さい。

する場合は、項目名の左にある、☑をタップして下さい。

（３）点検結果に応じて、画面右側の〇、△、×

点検結果が入力されます。点検結果の

前述の（２）～（４）の手順で、その他の項目の点検結果を入力して下さい。

日常点検項目の入力が完了されましたら、作業状況に応じて以下①～

を実行する。⇒９/１５ページの

用チェッカーの計測値の入力を行う。⇒

検結果の入力を終了し、印刷、もしくは保存する。⇒

変更と削除/点検項目の削除

削除したい点検結果の欄をタップします。

〇、△、×、クリアの選択肢が表示されます。

更したい場合は○、△、×のいずれかをタップして下さい。

タップして下さい。

は、項目名の左にある、☑をタップして下さい。

〇、△、×のいずれか

点検結果が入力されます。点検結果の変更、削除方法は【補足

前述の（２）～（４）の手順で、その他の項目の点検結果を入力して下さい。

日常点検項目の入力が完了されましたら、作業状況に応じて以下①～

１５ページの手順手順手順手順

用チェッカーの計測値の入力を行う。⇒８

検結果の入力を終了し、印刷、もしくは保存する。⇒

点検項目の削除

削除したい点検結果の欄をタップします。

〇、△、×、クリアの選択肢が表示されます。

更したい場合は○、△、×のいずれかをタップして下さい。

タップして下さい。また、点検項目そのものを

は、項目名の左にある、☑をタップして下さい。
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のいずれかをタップして下さい。

、削除方法は【補足

前述の（２）～（４）の手順で、その他の項目の点検結果を入力して下さい。

日常点検項目の入力が完了されましたら、作業状況に応じて以下①～

手順手順手順手順８８８８に進みます。

８/１５ページの

検結果の入力を終了し、印刷、もしくは保存する。⇒

点検項目の削除 

削除したい点検結果の欄をタップします。

〇、△、×、クリアの選択肢が表示されます。

更したい場合は○、△、×のいずれかをタップして下さい。

また、点検項目そのものを

は、項目名の左にある、☑をタップして下さい。

© Hitachi Auto Parts

15151515 

をタップして下さい。

、削除方法は【補足１】を参照下さい。

前述の（２）～（４）の手順で、その他の項目の点検結果を入力して下さい。

日常点検項目の入力が完了されましたら、作業状況に応じて以下①～

に進みます。 

１５ページの手順手順手順手順７－７－７－７－BBBB

９/１５ページの

削除したい点検結果の欄をタップします。 

〇、△、×、クリアの選択肢が表示されます。 

更したい場合は○、△、×のいずれかをタップして下さい。

また、点検項目そのものを削除して、

は、項目名の左にある、☑をタップして下さい。 

© Hitachi Auto Parts＆ 

をタップして下さい。 

】を参照下さい。 

前述の（２）～（４）の手順で、その他の項目の点検結果を入力して下さい。 

日常点検項目の入力が完了されましたら、作業状況に応じて以下①～③のいずれかの手順に進みます。

BBBB に進みます。

１５ページの手順９手順９手順９手順９に進みます。

更したい場合は○、△、×のいずれかをタップして下さい。点検結果を削除して

削除して、健康診断シートに印刷させない様に

 Service Co., Ltd. 2018

】を参照下さい。 

のいずれかの手順に進みます。

に進みます。 

に進みます。 

点検結果を削除して

健康診断シートに印刷させない様に

（次ページに続く）

Service Co., Ltd. 2018. All rights reserved

のいずれかの手順に進みます。 

 

点検結果を削除して空欄にする

健康診断シートに印刷させない様に

（次ページに続く）

. All rights reserved

 

空欄にする 

健康診断シートに印刷させない様に 

（次ページに続く） 

. All rights reserved 



 

手順７手順７手順７手順７－－－－BBBB：「：「：「：「

バッテリチェッカー

設定画面で

（１）画面上部の「チェッカー」をタップして下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）チェッカーデータの入力画面が表示されます。

して、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続を行って下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） チェッカー本体側でＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続がされたことを確認出来ましたら、チェッカーを操作してタブレットへの

タ転送を行って下さい。各チェッカーの

（４）データ転送が完了されましたら、作業状況に応じて以下①～③のいずれかの手順に進みます。

① 全 DTC

② 日常点検結果

③ 点検結果の入力を終了し、印刷、もしくは保存する。⇒

 

 【補足２】

●各チェッカーとタブレットのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続の確認方法は、それぞれの取扱説明書を参照して下さい。

●周囲の電波状況等により、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続が上手くされない場合は、一旦、隣のタブをタップしてから、

再度、接続したいチェッカーのタブをタップして下さい。

 

 

 

：「：「：「：「チェッカーチェッカーチェッカーチェッカー」」」」

バッテリチェッカーHCK-６０１

設定画面でペアリングを行ってから、本手順を行って下さい。

画面上部の「チェッカー」をタップして下さい。

チェッカーデータの入力画面が表示されます。

して、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続を行って下さい。

チェッカー本体側でＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続がされたことを確認出来ましたら、チェッカーを操作してタブレットへの

タ転送を行って下さい。各チェッカーの

データ転送が完了されましたら、作業状況に応じて以下①～③のいずれかの手順に進みます。

DTC を実行する。⇒

日常点検結果の入力を行う。⇒

点検結果の入力を終了し、印刷、もしくは保存する。⇒

【補足２】 

●各チェッカーとタブレットのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続の確認方法は、それぞれの取扱説明書を参照して下さい。

●周囲の電波状況等により、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続が上手くされない場合は、一旦、隣のタブをタップしてから、

再度、接続したいチェッカーのタブをタップして下さい。

」」」」の入力の入力の入力の入力    

６０１FB、イグニッションコイルチェッカー

ペアリングを行ってから、本手順を行って下さい。

画面上部の「チェッカー」をタップして下さい。

チェッカーデータの入力画面が表示されます。

して、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続を行って下さい。

チェッカー本体側でＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続がされたことを確認出来ましたら、チェッカーを操作してタブレットへの

タ転送を行って下さい。各チェッカーの

データ転送が完了されましたら、作業状況に応じて以下①～③のいずれかの手順に進みます。

を実行する。⇒９/１５ページの

の入力を行う。⇒

点検結果の入力を終了し、印刷、もしくは保存する。⇒

●各チェッカーとタブレットのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続の確認方法は、それぞれの取扱説明書を参照して下さい。

●周囲の電波状況等により、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続が上手くされない場合は、一旦、隣のタブをタップしてから、

再度、接続したいチェッカーのタブをタップして下さい。

、イグニッションコイルチェッカー

ペアリングを行ってから、本手順を行って下さい。

画面上部の「チェッカー」をタップして下さい。 

チェッカーデータの入力画面が表示されます。

して、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続を行って下さい。（【補足２】も参照して下さい

チェッカー本体側でＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続がされたことを確認出来ましたら、チェッカーを操作してタブレットへの

タ転送を行って下さい。各チェッカーのデータ転送方法は、それぞれ

データ転送が完了されましたら、作業状況に応じて以下①～③のいずれかの手順に進みます。

１５ページの手順８手順８手順８手順８

の入力を行う。⇒６/１５ページの

点検結果の入力を終了し、印刷、もしくは保存する。⇒

●各チェッカーとタブレットのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続の確認方法は、それぞれの取扱説明書を参照して下さい。

●周囲の電波状況等により、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続が上手くされない場合は、一旦、隣のタブをタップしてから、

再度、接続したいチェッカーのタブをタップして下さい。
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、イグニッションコイルチェッカー

ペアリングを行ってから、本手順を行って下さい。 

 

チェッカーデータの入力画面が表示されます。データ転送を行うチェッカーに応じて、それぞれのタブをタップ

（【補足２】も参照して下さい

チェッカー本体側でＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続がされたことを確認出来ましたら、チェッカーを操作してタブレットへの

データ転送方法は、それぞれ

データ転送が完了されましたら、作業状況に応じて以下①～③のいずれかの手順に進みます。

手順８手順８手順８手順８に進みます。

１５ページの手順７－手順７－手順７－手順７－

点検結果の入力を終了し、印刷、もしくは保存する。⇒

●各チェッカーとタブレットのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続の確認方法は、それぞれの取扱説明書を参照して下さい。

●周囲の電波状況等により、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続が上手くされない場合は、一旦、隣のタブをタップしてから、

再度、接続したいチェッカーのタブをタップして下さい。

© Hitachi Auto Parts
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、イグニッションコイルチェッカーHCK-７０１

 

データ転送を行うチェッカーに応じて、それぞれのタブをタップ

（【補足２】も参照して下さい） 

チェッカー本体側でＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続がされたことを確認出来ましたら、チェッカーを操作してタブレットへの

データ転送方法は、それぞれの取扱説明書を参照して下さい。

データ転送が完了されましたら、作業状況に応じて以下①～③のいずれかの手順に進みます。

に進みます。 

手順７－手順７－手順７－手順７－ＡＡＡＡに進みます。

９/１５ページの

●各チェッカーとタブレットのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続の確認方法は、それぞれの取扱説明書を参照して下さい。

●周囲の電波状況等により、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続が上手くされない場合は、一旦、隣のタブをタップしてから、

再度、接続したいチェッカーのタブをタップして下さい。 

© Hitachi Auto Parts＆ 

７０１B につきましては、事前に

データ転送を行うチェッカーに応じて、それぞれのタブをタップ

チェッカー本体側でＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続がされたことを確認出来ましたら、チェッカーを操作してタブレットへの

の取扱説明書を参照して下さい。

データ転送が完了されましたら、作業状況に応じて以下①～③のいずれかの手順に進みます。

に進みます。 

１５ページの手順手順手順手順９９９９に進みます。

●各チェッカーとタブレットのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続の確認方法は、それぞれの取扱説明書を参照して下さい。

●周囲の電波状況等により、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続が上手くされない場合は、一旦、隣のタブをタップしてから、

 Service Co., Ltd. 2018

につきましては、事前に

データ転送を行うチェッカーに応じて、それぞれのタブをタップ

チェッカー本体側でＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続がされたことを確認出来ましたら、チェッカーを操作してタブレットへの

の取扱説明書を参照して下さい。

データ転送が完了されましたら、作業状況に応じて以下①～③のいずれかの手順に進みます。

に進みます。 

●各チェッカーとタブレットのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続の確認方法は、それぞれの取扱説明書を参照して下さい。

●周囲の電波状況等により、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続が上手くされない場合は、一旦、隣のタブをタップしてから、

（次ページに続く）

Service Co., Ltd. 2018. All rights reserved

につきましては、事前にタブレットの

データ転送を行うチェッカーに応じて、それぞれのタブをタップ

チェッカー本体側でＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続がされたことを確認出来ましたら、チェッカーを操作してタブレットへの

の取扱説明書を参照して下さい。 

データ転送が完了されましたら、作業状況に応じて以下①～③のいずれかの手順に進みます。 

 

●各チェッカーとタブレットのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続の確認方法は、それぞれの取扱説明書を参照して下さい。 

●周囲の電波状況等により、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続が上手くされない場合は、一旦、隣のタブをタップしてから、 

（次ページに続く）

. All rights reserved

の 

データ転送を行うチェッカーに応じて、それぞれのタブをタップ 

チェッカー本体側でＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続がされたことを確認出来ましたら、チェッカーを操作してタブレットへのデー

 

 

（次ページに続く） 

. All rights reserved 



 

手順８手順８手順８手順８：：：：チェッカーデータ、日常点検項目入力後のチェッカーデータ、日常点検項目入力後のチェッカーデータ、日常点検項目入力後のチェッカーデータ、日常点検項目入力後の

（１） 車両側診断コネクタに

（２） 「健康診断シート作成」

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 「接続中．．．しばらくお待ちください」が表示されます。

（４） 診断ソフトの選択画面が表示されますので、入庫車両に合った診断ソフトを選択して下さい。

（５） 年式、車両型式等の選択を行って下さい。

（６） 「エンジンを暖機後に計測して下さい」が表示されましたら画面左下の「次へ」をタップして下さい。

（７） 「故障コードの読取り」「エンジンデータ取得中」の順番で、車両からのデータ取得が実行されます。

（８） データ取得が完了すると下図が表示されます

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９） データ取得

① 日常点検結果の入力を行う⇒

② 専用

③ 点検結果の入力を終了し、印刷、もしくは保存する。⇒

手順９手順９手順９手順９：「：「：「：「印刷印刷印刷印刷

（１）走行距離の欄をタップして下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

チェッカーデータ、日常点検項目入力後のチェッカーデータ、日常点検項目入力後のチェッカーデータ、日常点検項目入力後のチェッカーデータ、日常点検項目入力後の

車両側診断コネクタに

「健康診断シート作成」

「接続中．．．しばらくお待ちください」が表示されます。

診断ソフトの選択画面が表示されますので、入庫車両に合った診断ソフトを選択して下さい。

年式、車両型式等の選択を行って下さい。

「エンジンを暖機後に計測して下さい」が表示されましたら画面左下の「次へ」をタップして下さい。

「故障コードの読取り」「エンジンデータ取得中」の順番で、車両からのデータ取得が実行されます。

データ取得が完了すると下図が表示されます

データ取得が完了されましたら、作業状況に応じて以下①～③のいずれかの手順に進みます。

日常点検結果の入力を行う⇒

専用チェッカーの計測値の入力を行う。⇒

点検結果の入力を終了し、印刷、もしくは保存する。⇒

印刷印刷印刷印刷」」」」「保存」「保存」「保存」「保存」の実行の実行の実行の実行

（１）走行距離の欄をタップして下さい。

チェッカーデータ、日常点検項目入力後のチェッカーデータ、日常点検項目入力後のチェッカーデータ、日常点検項目入力後のチェッカーデータ、日常点検項目入力後の

車両側診断コネクタに HDM８０００のインターフェースボックス

「健康診断シート作成」画面の「再点検」をタップして下さい。

「接続中．．．しばらくお待ちください」が表示されます。

診断ソフトの選択画面が表示されますので、入庫車両に合った診断ソフトを選択して下さい。

年式、車両型式等の選択を行って下さい。

「エンジンを暖機後に計測して下さい」が表示されましたら画面左下の「次へ」をタップして下さい。

「故障コードの読取り」「エンジンデータ取得中」の順番で、車両からのデータ取得が実行されます。

データ取得が完了すると下図が表示されます

が完了されましたら、作業状況に応じて以下①～③のいずれかの手順に進みます。

日常点検結果の入力を行う⇒

チェッカーの計測値の入力を行う。⇒

点検結果の入力を終了し、印刷、もしくは保存する。⇒

の実行の実行の実行の実行    

（１）走行距離の欄をタップして下さい。

チェッカーデータ、日常点検項目入力後のチェッカーデータ、日常点検項目入力後のチェッカーデータ、日常点検項目入力後のチェッカーデータ、日常点検項目入力後の

８０００のインターフェースボックス

画面の「再点検」をタップして下さい。

「接続中．．．しばらくお待ちください」が表示されます。

診断ソフトの選択画面が表示されますので、入庫車両に合った診断ソフトを選択して下さい。

年式、車両型式等の選択を行って下さい。 

「エンジンを暖機後に計測して下さい」が表示されましたら画面左下の「次へ」をタップして下さい。

「故障コードの読取り」「エンジンデータ取得中」の順番で、車両からのデータ取得が実行されます。

データ取得が完了すると下図が表示されます

が完了されましたら、作業状況に応じて以下①～③のいずれかの手順に進みます。

日常点検結果の入力を行う⇒６/１５ページの

チェッカーの計測値の入力を行う。⇒

点検結果の入力を終了し、印刷、もしくは保存する。⇒

（１）走行距離の欄をタップして下さい。 
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チェッカーデータ、日常点検項目入力後のチェッカーデータ、日常点検項目入力後のチェッカーデータ、日常点検項目入力後のチェッカーデータ、日常点検項目入力後の「「「「全全全全 DTCDTCDTCDTC の実行の実行の実行の実行

８０００のインターフェースボックス

画面の「再点検」をタップして下さい。

「接続中．．．しばらくお待ちください」が表示されます。 

診断ソフトの選択画面が表示されますので、入庫車両に合った診断ソフトを選択して下さい。

「エンジンを暖機後に計測して下さい」が表示されましたら画面左下の「次へ」をタップして下さい。

「故障コードの読取り」「エンジンデータ取得中」の順番で、車両からのデータ取得が実行されます。

データ取得が完了すると下図が表示されます 

が完了されましたら、作業状況に応じて以下①～③のいずれかの手順に進みます。

１５ページの手順７－Ａ手順７－Ａ手順７－Ａ手順７－Ａ

チェッカーの計測値の入力を行う。⇒８/１５ページの

点検結果の入力を終了し、印刷、もしくは保存する。⇒

© Hitachi Auto Parts
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の実行の実行の実行の実行    

８０００のインターフェースボックスを接続して下さい。

画面の「再点検」をタップして下さい。 

診断ソフトの選択画面が表示されますので、入庫車両に合った診断ソフトを選択して下さい。

「エンジンを暖機後に計測して下さい」が表示されましたら画面左下の「次へ」をタップして下さい。

「故障コードの読取り」「エンジンデータ取得中」の順番で、車両からのデータ取得が実行されます。

が完了されましたら、作業状況に応じて以下①～③のいずれかの手順に進みます。

手順７－Ａ手順７－Ａ手順７－Ａ手順７－Ａに進みます。

１５ページの手順７－手順７－手順７－手順７－

点検結果の入力を終了し、印刷、もしくは保存する。⇒手順９手順９手順９手順９に進みます。

© Hitachi Auto Parts＆ 

を接続して下さい。 

診断ソフトの選択画面が表示されますので、入庫車両に合った診断ソフトを選択して下さい。

「エンジンを暖機後に計測して下さい」が表示されましたら画面左下の「次へ」をタップして下さい。

「故障コードの読取り」「エンジンデータ取得中」の順番で、車両からのデータ取得が実行されます。

が完了されましたら、作業状況に応じて以下①～③のいずれかの手順に進みます。

に進みます。 

手順７－手順７－手順７－手順７－BBBB に進みます。

に進みます。 

 Service Co., Ltd. 2018

 

診断ソフトの選択画面が表示されますので、入庫車両に合った診断ソフトを選択して下さい。 

「エンジンを暖機後に計測して下さい」が表示されましたら画面左下の「次へ」をタップして下さい。

「故障コードの読取り」「エンジンデータ取得中」の順番で、車両からのデータ取得が実行されます。

が完了されましたら、作業状況に応じて以下①～③のいずれかの手順に進みます。

に進みます。 

（次ページに続く）
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「エンジンを暖機後に計測して下さい」が表示されましたら画面左下の「次へ」をタップして下さい。 

「故障コードの読取り」「エンジンデータ取得中」の順番で、車両からのデータ取得が実行されます。 

が完了されましたら、作業状況に応じて以下①～③のいずれかの手順に進みます。 

（次ページに続く）
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（２） キーボードが表示されますので、オドメータに表示されている走行距離を入力して下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）走行距離の入力が完了されましたら、画面下部に表示されている

 

 

 

 

（４）キーボードが格納されましたら、「印刷」もしくは「保存」を実行して

 

 

 

 

 

  【補足４】「最終点検実行」について

（１）一次点検結果の反映について

画面上の「最終点検実行」をタップすると、一次点検の結果欄に〇が入力されていた項目は、一旦、最終

点検の結果欄にも〇が入力されます。点検項目により、以下①～③の操作を行って下さい。

① 全

② チェッカー

③ 日常点検⇒各項目をタップして点検結果を入力して下さい。

 （２）最終点検実行時の動作について

一次点検結果の入力状況により、

点検の内容が異なりますので、ご注意下さい。

 

 

 

 

 

 

 

点検項目

全自己診断

チェッカーからのデータ

日常点検項目

キーボードが表示されますので、オドメータに表示されている走行距離を入力して下さい。

）走行距離の入力が完了されましたら、画面下部に表示されている

）キーボードが格納されましたら、「印刷」もしくは「保存」を実行して

【補足４】「最終点検実行」について

（１）一次点検結果の反映について

画面上の「最終点検実行」をタップすると、一次点検の結果欄に〇が入力されていた項目は、一旦、最終

点検の結果欄にも〇が入力されます。点検項目により、以下①～③の操作を行って下さい。

全 DTC/データモニタ⇒再度、画面上の「最終点検実行」をタップして点検を行って下さい。

チェッカー⇒それぞれのチェッカーで計測したデータをタブレットに転送し、入力を行って下さい。

日常点検⇒各項目をタップして点検結果を入力して下さい。

（２）最終点検実行時の動作について

一次点検結果の入力状況により、

点検の内容が異なりますので、ご注意下さい。

点検項目

全自己診断/データモニタ

チェッカーからのデータ入力

日常点検項目の入力

キーボードが表示されますので、オドメータに表示されている走行距離を入力して下さい。

）走行距離の入力が完了されましたら、画面下部に表示されている

）キーボードが格納されましたら、「印刷」もしくは「保存」を実行して

【補足４】「最終点検実行」について

（１）一次点検結果の反映について

画面上の「最終点検実行」をタップすると、一次点検の結果欄に〇が入力されていた項目は、一旦、最終

点検の結果欄にも〇が入力されます。点検項目により、以下①～③の操作を行って下さい。

データモニタ⇒再度、画面上の「最終点検実行」をタップして点検を行って下さい。

⇒それぞれのチェッカーで計測したデータをタブレットに転送し、入力を行って下さい。

日常点検⇒各項目をタップして点検結果を入力して下さい。

（２）最終点検実行時の動作について

一次点検結果の入力状況により、

点検の内容が異なりますので、ご注意下さい。

一次点検結果

有り

無し

有り

無し

有り

無し

データモニタ

入力

キーボードが表示されますので、オドメータに表示されている走行距離を入力して下さい。

）走行距離の入力が完了されましたら、画面下部に表示されている

）キーボードが格納されましたら、「印刷」もしくは「保存」を実行して

【補足４】「最終点検実行」について 

（１）一次点検結果の反映について 

画面上の「最終点検実行」をタップすると、一次点検の結果欄に〇が入力されていた項目は、一旦、最終

点検の結果欄にも〇が入力されます。点検項目により、以下①～③の操作を行って下さい。

データモニタ⇒再度、画面上の「最終点検実行」をタップして点検を行って下さい。

⇒それぞれのチェッカーで計測したデータをタブレットに転送し、入力を行って下さい。

日常点検⇒各項目をタップして点検結果を入力して下さい。

（２）最終点検実行時の動作について 

一次点検結果の入力状況により、HDM８０００の画面上の「最終点検実行」をタップした際に実行される最終

点検の内容が異なりますので、ご注意下さい。

一次点検結果 最終点検実行時

り 実行

し 実行

り

し

り

し
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キーボードが表示されますので、オドメータに表示されている走行距離を入力して下さい。

）走行距離の入力が完了されましたら、画面下部に表示されている

）キーボードが格納されましたら、「印刷」もしくは「保存」を実行して

画面上の「最終点検実行」をタップすると、一次点検の結果欄に〇が入力されていた項目は、一旦、最終

点検の結果欄にも〇が入力されます。点検項目により、以下①～③の操作を行って下さい。

データモニタ⇒再度、画面上の「最終点検実行」をタップして点検を行って下さい。

⇒それぞれのチェッカーで計測したデータをタブレットに転送し、入力を行って下さい。

日常点検⇒各項目をタップして点検結果を入力して下さい。

８０００の画面上の「最終点検実行」をタップした際に実行される最終

点検の内容が異なりますので、ご注意下さい。 

© Hitachi Auto Parts

最終点検実行時の動作

実行されます

実行されません。

入力可能

入力不可

入力可能

入力不可

15151515 

キーボードが表示されますので、オドメータに表示されている走行距離を入力して下さい。

）走行距離の入力が完了されましたら、画面下部に表示されている格納ボタンをタップして下さい。

）キーボードが格納されましたら、「印刷」もしくは「保存」を実行して完了です。

画面上の「最終点検実行」をタップすると、一次点検の結果欄に〇が入力されていた項目は、一旦、最終

点検の結果欄にも〇が入力されます。点検項目により、以下①～③の操作を行って下さい。

データモニタ⇒再度、画面上の「最終点検実行」をタップして点検を行って下さい。

⇒それぞれのチェッカーで計測したデータをタブレットに転送し、入力を行って下さい。

日常点検⇒各項目をタップして点検結果を入力して下さい。 

８０００の画面上の「最終点検実行」をタップした際に実行される最終

© Hitachi Auto Parts＆ 

動作

一次点検で

一次点検で

キーボードが表示されますので、オドメータに表示されている走行距離を入力して下さい。

格納ボタンをタップして下さい。

完了です。 

画面上の「最終点検実行」をタップすると、一次点検の結果欄に〇が入力されていた項目は、一旦、最終

点検の結果欄にも〇が入力されます。点検項目により、以下①～③の操作を行って下さい。

データモニタ⇒再度、画面上の「最終点検実行」をタップして点検を行って下さい。

⇒それぞれのチェッカーで計測したデータをタブレットに転送し、入力を行って下さい。

８０００の画面上の「最終点検実行」をタップした際に実行される最終

 Service Co., Ltd. 2018

で点検結果が入力

で点検結果が入力

キーボードが表示されますので、オドメータに表示されている走行距離を入力して下さい。 

格納ボタンをタップして下さい。

画面上の「最終点検実行」をタップすると、一次点検の結果欄に〇が入力されていた項目は、一旦、最終

点検の結果欄にも〇が入力されます。点検項目により、以下①～③の操作を行って下さい。 

データモニタ⇒再度、画面上の「最終点検実行」をタップして点検を行って下さい。

⇒それぞれのチェッカーで計測したデータをタブレットに転送し、入力を行って下さい。

８０００の画面上の「最終点検実行」をタップした際に実行される最終

Service Co., Ltd. 2018. All rights reserved

備考

入力された項目

入力された項目

格納ボタンをタップして下さい。 

画面上の「最終点検実行」をタップすると、一次点検の結果欄に〇が入力されていた項目は、一旦、最終 

 

データモニタ⇒再度、画面上の「最終点検実行」をタップして点検を行って下さい。 

⇒それぞれのチェッカーで計測したデータをタブレットに転送し、入力を行って下さい。 

８０００の画面上の「最終点検実行」をタップした際に実行される最終

. All rights reserved

項目のみ対象です

項目のみ対象です

 

８０００の画面上の「最終点検実行」をタップした際に実行される最終 

 

. All rights reserved 

です。

です。
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ＨＤＭＨＤＭＨＤＭＨＤＭ----８０００８０００８０００８０００アプリアプリアプリアプリと診断ソフトと診断ソフトと診断ソフトと診断ソフトのバージョンアップ手順のバージョンアップ手順のバージョンアップ手順のバージョンアップ手順    

 

本手順を実行頂くと、自動的に全ての診断ソフトとタブレット側アプリが、一度に最新版にバージョンアップされます。

個別の診断ソフト、アプリ毎で本手順を行って頂く必要はございません。 

 

１． 本体キット付属の USB ケーブルで、HDM-８０００インタフェースボックスとパソコンを接続して下さい。 

 

 

 

 

 

 

２．PC の画面上に「自動再生」が表示されます。「フォルダを開いてファイルを表示」をクリックして、フォルダを 

開き、フォルダ内の「HDM8000.exe」をクリックしてアップデートツールを起動して下さい。 

※「自動再生」が実行されない場合は９/９ページ目をご参照下さい。 

  

 

 

 

 

 

 

 

パソコンの画面に「自動再生」が表示される前に、「ＨＤＭ-８０００をスキャンして修復しますか？」というメッセ 

ージが表示されましたら、「スキャンおよび修復（推奨）」を必ずクリックして下さい。その後、表示された「ディスク 

のチェック」で「開始」をクリックして下さい。チェックが完了しますと「自動再生」が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次ページに続く） 
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「閉じる」をクリックして下さい。 



 

 

３．アップデートツールの「

ドされます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．ダウンロードが完了されましたら、パソコンのタスクバーに表示されているＵＳＢ

ウェアの安全な取り外し」を実行してから、パソコンからインターフェースボックスを取り外して下さい。

 

５．タブレットの電源を起動し、下図の様に

  繋げて下さい。

 

 

 

 

 

 

６.タブレットの画面左上に１５秒程度で「

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アップデートツールの「

ドされます。ダウンロードが完了致しましたら、「診断ソフト更新画面」の下部の「閉じる」をクリックして下さい。

４．ダウンロードが完了されましたら、パソコンのタスクバーに表示されているＵＳＢ

ウェアの安全な取り外し」を実行してから、パソコンからインターフェースボックスを取り外して下さい。

５．タブレットの電源を起動し、下図の様に

繋げて下さい。 

タブレットの画面左上に１５秒程度で「

アップデートツールの「HDM8000 更新」をクリックして下さい。最新の診断ソフトとタブレット側

ダウンロードが完了致しましたら、「診断ソフト更新画面」の下部の「閉じる」をクリックして下さい。

４．ダウンロードが完了されましたら、パソコンのタスクバーに表示されているＵＳＢ

ウェアの安全な取り外し」を実行してから、パソコンからインターフェースボックスを取り外して下さい。

５．タブレットの電源を起動し、下図の様に

タブレットの画面左上に１５秒程度で「

更新」をクリックして下さい。最新の診断ソフトとタブレット側

ダウンロードが完了致しましたら、「診断ソフト更新画面」の下部の「閉じる」をクリックして下さい。

４．ダウンロードが完了されましたら、パソコンのタスクバーに表示されているＵＳＢ

ウェアの安全な取り外し」を実行してから、パソコンからインターフェースボックスを取り外して下さい。

５．タブレットの電源を起動し、下図の様に USB ケーブルと

タブレットの画面左上に１５秒程度で「SD カードの準備中」と表示されます。
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更新」をクリックして下さい。最新の診断ソフトとタブレット側

ダウンロードが完了致しましたら、「診断ソフト更新画面」の下部の「閉じる」をクリックして下さい。

４．ダウンロードが完了されましたら、パソコンのタスクバーに表示されているＵＳＢ

ウェアの安全な取り外し」を実行してから、パソコンからインターフェースボックスを取り外して下さい。

ケーブルと OTG

カードの準備中」と表示されます。
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更新」をクリックして下さい。最新の診断ソフトとタブレット側

ダウンロードが完了致しましたら、「診断ソフト更新画面」の下部の「閉じる」をクリックして下さい。

４．ダウンロードが完了されましたら、パソコンのタスクバーに表示されているＵＳＢ

ウェアの安全な取り外し」を実行してから、パソコンからインターフェースボックスを取り外して下さい。

OTG ケーブルでインターフェースボックスとタブレットを

カードの準備中」と表示されます。
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更新」をクリックして下さい。最新の診断ソフトとタブレット側

ダウンロードが完了致しましたら、「診断ソフト更新画面」の下部の「閉じる」をクリックして下さい。

４．ダウンロードが完了されましたら、パソコンのタスクバーに表示されているＵＳＢのアイコンをクリックして「ハード

ウェアの安全な取り外し」を実行してから、パソコンからインターフェースボックスを取り外して下さい。

ケーブルでインターフェースボックスとタブレットを

カードの準備中」と表示されます。 
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更新」をクリックして下さい。最新の診断ソフトとタブレット側アプリがダウンロー

ダウンロードが完了致しましたら、「診断ソフト更新画面」の下部の「閉じる」をクリックして下さい。

のアイコンをクリックして「ハード

ウェアの安全な取り外し」を実行してから、パソコンからインターフェースボックスを取り外して下さい。

ケーブルでインターフェースボックスとタブレットを

（次ページに続く）
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アプリがダウンロー

ダウンロードが完了致しましたら、「診断ソフト更新画面」の下部の「閉じる」をクリックして下さい。

のアイコンをクリックして「ハード

ウェアの安全な取り外し」を実行してから、パソコンからインターフェースボックスを取り外して下さい。 

ケーブルでインターフェースボックスとタブレットを

（次ページに続く）

. All rights reserved.

 

アプリがダウンロー

ダウンロードが完了致しましたら、「診断ソフト更新画面」の下部の「閉じる」をクリックして下さい。 

のアイコンをクリックして「ハード 

ケーブルでインターフェースボックスとタブレットを 

 

（次ページに続く） 

. All rights reserved. 



 

７．下図の手順でルートメニューを表示させ、「アプリ更新」を実行して下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．アプリ更新の画面に切り替わります※。画面下部の「インストール」をタップするとイントールが実行されます。

  インストールが完了すると、画面左下に「完了」のボタンが表示され、次のアプリのインストール画面が表示

  されますので、画面の表示に沿って、インストールを進めて下さい。

  ※「既に最新バージョンがインストールされています」と表示された場合は、タブレット側アプリが最新のバージョ

ンに更新されておりますので、手順１０に進み、インターフェースボックスの取外しを行って下さい。

 

９.バージョンアップが完了しましたら、上記の第５項の手順でルートメニューを表示させて、「設定」から「アプリ情報」

をタップして下さい。

 

１０．タブレットからのインターフェースボックスの切り離し行います。先ず、

下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①①①① 画面左上に指を当てたまま、画面左上に指を当てたまま、画面左上に指を当てたまま、画面左上に指を当てたまま、

下に移動させる下に移動させる下に移動させる下に移動させる

     表示されます。表示されます。表示されます。表示されます。

７．下図の手順でルートメニューを表示させ、「アプリ更新」を実行して下さい。

８．アプリ更新の画面に切り替わります※。画面下部の「インストール」をタップするとイントールが実行されます。

インストールが完了すると、画面左下に「完了」のボタンが表示され、次のアプリのインストール画面が表示

されますので、画面の表示に沿って、インストールを進めて下さい。

※「既に最新バージョンがインストールされています」と表示された場合は、タブレット側アプリが最新のバージョ

ンに更新されておりますので、手順１０に進み、インターフェースボックスの取外しを行って下さい。

バージョンアップが完了しましたら、上記の第５項の手順でルートメニューを表示させて、「設定」から「アプリ情報」

をタップして下さい。アプリバージョンに「

１０．タブレットからのインターフェースボックスの切り離し行います。先ず、

下さい。 

画面左上に指を当てたまま、画面左上に指を当てたまま、画面左上に指を当てたまま、画面左上に指を当てたまま、

下に移動させる下に移動させる下に移動させる下に移動させると、メニューがと、メニューがと、メニューがと、メニューが

表示されます。表示されます。表示されます。表示されます。    

７．下図の手順でルートメニューを表示させ、「アプリ更新」を実行して下さい。

８．アプリ更新の画面に切り替わります※。画面下部の「インストール」をタップするとイントールが実行されます。

インストールが完了すると、画面左下に「完了」のボタンが表示され、次のアプリのインストール画面が表示

されますので、画面の表示に沿って、インストールを進めて下さい。

※「既に最新バージョンがインストールされています」と表示された場合は、タブレット側アプリが最新のバージョ

ンに更新されておりますので、手順１０に進み、インターフェースボックスの取外しを行って下さい。

バージョンアップが完了しましたら、上記の第５項の手順でルートメニューを表示させて、「設定」から「アプリ情報」

アプリバージョンに「

１０．タブレットからのインターフェースボックスの切り離し行います。先ず、

画面左上に指を当てたまま、画面左上に指を当てたまま、画面左上に指を当てたまま、画面左上に指を当てたまま、

と、メニューがと、メニューがと、メニューがと、メニューが

    

７．下図の手順でルートメニューを表示させ、「アプリ更新」を実行して下さい。

８．アプリ更新の画面に切り替わります※。画面下部の「インストール」をタップするとイントールが実行されます。

インストールが完了すると、画面左下に「完了」のボタンが表示され、次のアプリのインストール画面が表示

されますので、画面の表示に沿って、インストールを進めて下さい。

※「既に最新バージョンがインストールされています」と表示された場合は、タブレット側アプリが最新のバージョ

ンに更新されておりますので、手順１０に進み、インターフェースボックスの取外しを行って下さい。

バージョンアップが完了しましたら、上記の第５項の手順でルートメニューを表示させて、「設定」から「アプリ情報」

アプリバージョンに「３.３８

１０．タブレットからのインターフェースボックスの切り離し行います。先ず、
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画面左上に指を当てたまま、画面左上に指を当てたまま、画面左上に指を当てたまま、画面左上に指を当てたまま、    

と、メニューがと、メニューがと、メニューがと、メニューが    
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７．下図の手順でルートメニューを表示させ、「アプリ更新」を実行して下さい。

８．アプリ更新の画面に切り替わります※。画面下部の「インストール」をタップするとイントールが実行されます。

インストールが完了すると、画面左下に「完了」のボタンが表示され、次のアプリのインストール画面が表示

されますので、画面の表示に沿って、インストールを進めて下さい。

※「既に最新バージョンがインストールされています」と表示された場合は、タブレット側アプリが最新のバージョ

ンに更新されておりますので、手順１０に進み、インターフェースボックスの取外しを行って下さい。

バージョンアップが完了しましたら、上記の第５項の手順でルートメニューを表示させて、「設定」から「アプリ情報」

３８」と表示されていれば完了です。

１０．タブレットからのインターフェースボックスの切り離し行います。先ず、
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７．下図の手順でルートメニューを表示させ、「アプリ更新」を実行して下さい。

８．アプリ更新の画面に切り替わります※。画面下部の「インストール」をタップするとイントールが実行されます。

インストールが完了すると、画面左下に「完了」のボタンが表示され、次のアプリのインストール画面が表示

されますので、画面の表示に沿って、インストールを進めて下さい。 

※「既に最新バージョンがインストールされています」と表示された場合は、タブレット側アプリが最新のバージョ

ンに更新されておりますので、手順１０に進み、インターフェースボックスの取外しを行って下さい。

バージョンアップが完了しましたら、上記の第５項の手順でルートメニューを表示させて、「設定」から「アプリ情報」

」と表示されていれば完了です。

１０．タブレットからのインターフェースボックスの切り離し行います。先ず、
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７．下図の手順でルートメニューを表示させ、「アプリ更新」を実行して下さい。 

８．アプリ更新の画面に切り替わります※。画面下部の「インストール」をタップするとイントールが実行されます。

インストールが完了すると、画面左下に「完了」のボタンが表示され、次のアプリのインストール画面が表示

※「既に最新バージョンがインストールされています」と表示された場合は、タブレット側アプリが最新のバージョ

ンに更新されておりますので、手順１０に進み、インターフェースボックスの取外しを行って下さい。

バージョンアップが完了しましたら、上記の第５項の手順でルートメニューを表示させて、「設定」から「アプリ情報」

」と表示されていれば完了です。 

１０．タブレットからのインターフェースボックスの切り離し行います。先ず、下図の手順で
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②メニュー内の設定のマーク②メニュー内の設定のマーク②メニュー内の設定のマーク②メニュー内の設定のマーク

をタップします。をタップします。をタップします。をタップします。

    

    

    

    

    

８．アプリ更新の画面に切り替わります※。画面下部の「インストール」をタップするとイントールが実行されます。

インストールが完了すると、画面左下に「完了」のボタンが表示され、次のアプリのインストール画面が表示

※「既に最新バージョンがインストールされています」と表示された場合は、タブレット側アプリが最新のバージョ

ンに更新されておりますので、手順１０に進み、インターフェースボックスの取外しを行って下さい。

バージョンアップが完了しましたら、上記の第５項の手順でルートメニューを表示させて、「設定」から「アプリ情報」

の手順で設定画面を表示させて

（次ページに続く）
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②メニュー内の設定のマーク②メニュー内の設定のマーク②メニュー内の設定のマーク②メニュー内の設定のマーク

をタップします。をタップします。をタップします。をタップします。    

８．アプリ更新の画面に切り替わります※。画面下部の「インストール」をタップするとイントールが実行されます。

インストールが完了すると、画面左下に「完了」のボタンが表示され、次のアプリのインストール画面が表示 

※「既に最新バージョンがインストールされています」と表示された場合は、タブレット側アプリが最新のバージョ

ンに更新されておりますので、手順１０に進み、インターフェースボックスの取外しを行って下さい。 

バージョンアップが完了しましたら、上記の第５項の手順でルートメニューを表示させて、「設定」から「アプリ情報」

設定画面を表示させて

（次ページに続く）

. All rights reserved.

②メニュー内の設定のマーク②メニュー内の設定のマーク②メニュー内の設定のマーク②メニュー内の設定のマーク    

８．アプリ更新の画面に切り替わります※。画面下部の「インストール」をタップするとイントールが実行されます。 

 

※「既に最新バージョンがインストールされています」と表示された場合は、タブレット側アプリが最新のバージョ 

バージョンアップが完了しましたら、上記の第５項の手順でルートメニューを表示させて、「設定」から「アプリ情報」 

設定画面を表示させて 

（次ページに続く） 
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１１．設定画面が表示

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２．「「「「Unmount USB storageUnmount USB storageUnmount USB storageUnmount USB storage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３．「「「「USBUSBUSBUSB    storage will be unmountedstorage will be unmountedstorage will be unmountedstorage will be unmounted

USB storageUSB storageUSB storageUSB storage

 

 

 

 

 

       ※通常は白からグレーに文字の色が反転します。

 

 

①①①①

１１．設定画面が表示されましたら

Unmount USB storageUnmount USB storageUnmount USB storageUnmount USB storage

storage will be unmountedstorage will be unmountedstorage will be unmountedstorage will be unmounted

USB storageUSB storageUSB storageUSB storage」」」」が下図の表示になりましたら、インターフェースボックスをタブレット

※通常は白からグレーに文字の色が反転します。

①①①① 左側の左側の左側の左側のメニュー内の「ストレージ」をタップします。メニュー内の「ストレージ」をタップします。メニュー内の「ストレージ」をタップします。メニュー内の「ストレージ」をタップします。

されましたら、下図

Unmount USB storageUnmount USB storageUnmount USB storageUnmount USB storage」」」」をタップすると下図が表示されますので、「

storage will be unmountedstorage will be unmountedstorage will be unmountedstorage will be unmounted

が下図の表示になりましたら、インターフェースボックスをタブレット

※通常は白からグレーに文字の色が反転します。

メニュー内の「ストレージ」をタップします。メニュー内の「ストレージ」をタップします。メニュー内の「ストレージ」をタップします。メニュー内の「ストレージ」をタップします。

、下図の手順で

をタップすると下図が表示されますので、「

storage will be unmountedstorage will be unmountedstorage will be unmountedstorage will be unmounted」」」」というメッセージが表示された後、画面右側に表示されていた

が下図の表示になりましたら、インターフェースボックスをタブレット

※通常は白からグレーに文字の色が反転します。
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メニュー内の「ストレージ」をタップします。メニュー内の「ストレージ」をタップします。メニュー内の「ストレージ」をタップします。メニュー内の「ストレージ」をタップします。
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の手順で「「「「Unmount USB storageUnmount USB storageUnmount USB storageUnmount USB storage

をタップすると下図が表示されますので、「

というメッセージが表示された後、画面右側に表示されていた

が下図の表示になりましたら、インターフェースボックスをタブレット

※通常は白からグレーに文字の色が反転します。
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メニュー内の「ストレージ」をタップします。メニュー内の「ストレージ」をタップします。メニュー内の「ストレージ」をタップします。メニュー内の「ストレージ」をタップします。

②②②② 右側のメニューを上方向にスクロールさせて下さい右側のメニューを上方向にスクロールさせて下さい右側のメニューを上方向にスクロールさせて下さい右側のメニューを上方向にスクロールさせて下さい

③③③③ 

15151515 

Unmount USB storageUnmount USB storageUnmount USB storageUnmount USB storage

をタップすると下図が表示されますので、「OK

というメッセージが表示された後、画面右側に表示されていた

が下図の表示になりましたら、インターフェースボックスをタブレット

※通常は白からグレーに文字の色が反転します。 
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メニュー内の「ストレージ」をタップします。メニュー内の「ストレージ」をタップします。メニュー内の「ストレージ」をタップします。メニュー内の「ストレージ」をタップします。    

右側のメニューを上方向にスクロールさせて下さい右側のメニューを上方向にスクロールさせて下さい右側のメニューを上方向にスクロールさせて下さい右側のメニューを上方向にスクロールさせて下さい

 Unmount USBUnmount USBUnmount USBUnmount USB

Unmount USB storageUnmount USB storageUnmount USB storageUnmount USB storage」」」」を表示させて下さい。。

OK」をタップして下さい。

というメッセージが表示された後、画面右側に表示されていた

が下図の表示になりましたら、インターフェースボックスをタブレットを

Service Co., Ltd. 2018

右側のメニューを上方向にスクロールさせて下さい右側のメニューを上方向にスクロールさせて下さい右側のメニューを上方向にスクロールさせて下さい右側のメニューを上方向にスクロールさせて下さい

Unmount USBUnmount USBUnmount USBUnmount USB    stoargestoargestoargestoarge

を表示させて下さい。。

」をタップして下さい。 

というメッセージが表示された後、画面右側に表示されていた

を取り外して完了です
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右側のメニューを上方向にスクロールさせて下さい右側のメニューを上方向にスクロールさせて下さい右側のメニューを上方向にスクロールさせて下さい右側のメニューを上方向にスクロールさせて下さい

stoargestoargestoargestoarge が表示されますが表示されますが表示されますが表示されます

を表示させて下さい。。 

 

というメッセージが表示された後、画面右側に表示されていた「「「「Unmount Unmount Unmount Unmount 

取り外して完了です。。。。 

. All rights reserved.

右側のメニューを上方向にスクロールさせて下さい右側のメニューを上方向にスクロールさせて下さい右側のメニューを上方向にスクロールさせて下さい右側のメニューを上方向にスクロールさせて下さい。。。。    

が表示されますが表示されますが表示されますが表示されます。。。。    

 

 

 

 

 

Unmount Unmount Unmount Unmount     

 

 

. All rights reserved. 



 15151515 / 15151515 

 

 

 

自動再生が実行されない場合自動再生が実行されない場合自動再生が実行されない場合自動再生が実行されない場合    

 

パソコンによっては、ウィルスソフトが自動的に実行されるのを防止する為、ＵＳＢメモリ等が接続された際の自動再

生が設定されていない場合がございます。 

自動再生が実行されない場合は、以下の手順でＨＤＭ-８０００インターフェースボックス内部の「ＨＤＭ８０００.exe」を

起動して下さい。 

 

１.パソコンの画面下部にあるタスクバーに表示されている「エクスプローラ」をクリックして下さい。 

 

 

 

 

２.「エクスプローラ」が起動します。画面の左側にある「コンピューター」に「HDM-８０００」が表示されておりましたら、 

 「HDM－８０００」をクリックして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.HDM-８０００のインターフェースボックス内のファイルが表示されます。「HDM８０００.exe」をクリックして、アップ 

 デートツールを起動して下さい。 

 

 

 

 

４.アップデートツールが起動しましたら「HDM8000 更新」をクリックして、バージョンアップを行って下さい。 
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