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２０１９年２月１５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・バージョンアップのご案内（データモニタの選択表示項目の保存機能追加） 

 

 

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。 

ＨＤＭ８０００のタブレット側アプリをバージョンアップ致しますので、下記の通りご案内申し上げます。 

敬具 

 

記 

１１１１....バージョンアップ内容バージョンアップ内容バージョンアップ内容バージョンアップ内容    

� 診断ソフトのデータモニタで「選択表示」を実行する時、選択した項目を保存する機能と、保存した選択項目を 

呼び出す機能を追加しました。画面表示や操作方法等の詳細は８/２１ページを参照下さい。 

� 上記内容の機能追加を行うに当って、以下のアプリがバージョンアップされております。 

 

対象アプリ バージョン 

ＨＤＭ-８０００アプリ ３.４３ 

故障診断 １.５６ 

健康診断 １.５２ 

 

２２２２．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    

２/２２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。 

 

３３３３．リリース時期．リリース時期．リリース時期．リリース時期    

２０１９年２月１５日１７：００～から、お手元の HDM８０００へのダウンロードとインストールを行って頂けます。 

 

以上 
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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全ての診断ソフトとタブレット側アプリが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。 

 

【手順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。 

 

【手順２】 

上記の【手順１】を行った後、パソコンに表示される内容と下表を照会の上、いずれかの手順を行って下さい。 

パソコンの画面上に表示された内容 次の手順 

「自動再生」が表示される 本ページの【手順Ａ】を行って下さい。 

「スキャンして修復しますか？」という様なメッセージが表示される 本ページの【手順Ｂ】を行って下さい。 

「自動再生」が表示されない ７/２１ページの【手順Ｃ】を行って下さい。 

 

【手順Ａ】 

「フォルダを開いてファイルを表示」をクリックするとフォルダが開きますので、フォルダ内にある「HDM8000.ｅｘｅ」 

のアイコンをクリックしてアップデートツールを起動して下さい。その後、３/２１ページの【手順３】へ進みます。 

  

 

 

 

 

 

 

【手順Ｂ】 

表示内の「スキャンおよび修復（推奨）」をクリックして下さい。その後、「ディスクのチェック」が表示されましたら

「開始」をクリックして下さい。最後に「正常にスキャンされました」が表示されましたら【手順Ａ】に進みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次ページに続く） 
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「閉じる」をクリックして下さい。 



 

【手順３】 

アップデートツールの「

されます。診断ソフト更新内に「アップデート完了

クリックして下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手順４】 

アップデートツールの終了

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

フェースボックスを

 

【手順５】 

タブレットの電源を起動し、下図の様に

繋げて下さい。

 

 

 

 

 

【手順６】 

タブレットとインターフェースボックスを接続後、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全てのソフトとアプリのダウンロードが完了すると

この欄の最下部に「アップデート完了」が表示されます。

アップデートツールの「HDM8000

診断ソフト更新内に「アップデート完了

クリックして下さい。 

アップデートツールの終了

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

フェースボックスをパソコンから

タブレットの電源を起動し、下図の様に

繋げて下さい。 

タブレットとインターフェースボックスを接続後、

全てのソフトとアプリのダウンロードが完了すると

この欄の最下部に「アップデート完了」が表示されます。

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

診断ソフト更新内に「アップデート完了

アップデートツールの終了ボタンをクリックし、次にＨＤＭ８０００のフォルダを閉じて下さい。その後、

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

パソコンから取り外して下さい。

タブレットの電源を起動し、下図の様に

タブレットとインターフェースボックスを接続後、

全てのソフトとアプリのダウンロードが完了すると

この欄の最下部に「アップデート完了」が表示されます。

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

診断ソフト更新内に「アップデート完了」

ボタンをクリックし、次にＨＤＭ８０００のフォルダを閉じて下さい。その後、

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

取り外して下さい。

タブレットの電源を起動し、下図の様に USB ケーブルと

タブレットとインターフェースボックスを接続後、１５秒程度で「

© Hitachi 

全てのソフトとアプリのダウンロードが完了すると

この欄の最下部に「アップデート完了」が表示されます。
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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

」が表示され

ボタンをクリックし、次にＨＤＭ８０００のフォルダを閉じて下さい。その後、

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

取り外して下さい。 

ケーブルと OTG

１５秒程度で「SD

© Hitachi Auto Parts

全てのソフトとアプリのダウンロードが完了すると 

この欄の最下部に「アップデート完了」が表示されます。 

21212121 

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

が表示されましたら、「診断ソフト更新」の右下

ボタンをクリックし、次にＨＤＭ８０００のフォルダを閉じて下さい。その後、

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

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

SD カードの準備中」が画面左上に

Auto Parts＆ Service Co., Ltd. 2019

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

ましたら、「診断ソフト更新」の右下

ボタンをクリックし、次にＨＤＭ８０００のフォルダを閉じて下さい。その後、

ウェアの安全な取り外し」を実行して

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」が画面左上に

Service Co., Ltd. 2019

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

ましたら、「診断ソフト更新」の右下にある

ボタンをクリックし、次にＨＤＭ８０００のフォルダを閉じて下さい。その後、

ウェアの安全な取り外し」を実行して

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」が画面左上に表示されます。

（次ページに続く）

Service Co., Ltd. 2019. All rights reserved.

アプリがダウンロー

にある「閉じる」を

ボタンをクリックし、次にＨＤＭ８０００のフォルダを閉じて下さい。その後、パソコンのタス

から、インター

ケーブルでインターフェースボックスとタブレットを

表示されます。

（次ページに続く）

. All rights reserved.

アプリがダウンロード 

「閉じる」を 

パソコンのタス

インター 

ケーブルでインターフェースボックスとタブレットを 

表示されます。 

（次ページに続く） 

. All rights reserved. 



 

【手順７】 

下図の手順でルートメ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手順８】 

上記【手順７】を行った後の

各アプリの

「既に最新バージョンがインストールされています」が

 

【手順Ｄ】 

① 画面右下の「インストー

② 「アプリをインストールしました」が表示されましたら、画面左下の「完了」をタップします。

③ その他の

④ 「アプリケーションの更新が完了しました。」が表示されましたら「終了」をタップ

【手順

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※：アップデート版アプリのインストールが完了すると画面左下の「キャンセル」が「完了」に変わります。

② 

下図の手順でルートメニューを表示させ、「アプリ更新」をタップして下さい

上記【手順７】を行った後の

タブレットの画面の表示内容

のアップデート

「既に最新バージョンがインストールされています」が

 

画面右下の「インストー

「アプリをインストールしました」が表示されましたら、画面左下の「完了」をタップします。

その他のアプリのアップデート画面が表示されます

「アプリケーションの更新が完了しました。」が表示されましたら「終了」をタップ

【手順９】に進みます。

※：アップデート版アプリのインストールが完了すると画面左下の「キャンセル」が「完了」に変わります。

ニューを表示させ、「アプリ更新」をタップして下さい

上記【手順７】を行った後のタブレット側の表示と下表をご照会の上、手順（

タブレットの画面の表示内容

アップデート画面が表示

「既に最新バージョンがインストールされています」が

画面右下の「インストール」をタップして下さい。アップデート版アプリのインストールが開始

「アプリをインストールしました」が表示されましたら、画面左下の「完了」をタップします。

のアップデート画面が表示されます

「アプリケーションの更新が完了しました。」が表示されましたら「終了」をタップ

９】に進みます。 

※：アップデート版アプリのインストールが完了すると画面左下の「キャンセル」が「完了」に変わります。

ニューを表示させ、「アプリ更新」をタップして下さい

タブレット側の表示と下表をご照会の上、手順（

タブレットの画面の表示内容

表示されている 

「既に最新バージョンがインストールされています」が

ル」をタップして下さい。アップデート版アプリのインストールが開始

「アプリをインストールしました」が表示されましたら、画面左下の「完了」をタップします。

のアップデート画面が表示されます

「アプリケーションの更新が完了しました。」が表示されましたら「終了」をタップ

※：アップデート版アプリのインストールが完了すると画面左下の「キャンセル」が「完了」に変わります。

© Hitachi Auto Parts
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ニューを表示させ、「アプリ更新」をタップして下さい

タブレット側の表示と下表をご照会の上、手順（

タブレットの画面の表示内容 

 

「既に最新バージョンがインストールされています」が表示されている。

ル」をタップして下さい。アップデート版アプリのインストールが開始

「アプリをインストールしました」が表示されましたら、画面左下の「完了」をタップします。

のアップデート画面が表示されますので、上記

「アプリケーションの更新が完了しました。」が表示されましたら「終了」をタップ

※：アップデート版アプリのインストールが完了すると画面左下の「キャンセル」が「完了」に変わります。

© Hitachi Auto Parts

②

21212121 

ニューを表示させ、「アプリ更新」をタップして下さい。

タブレット側の表示と下表をご照会の上、手順（

されている。 

ル」をタップして下さい。アップデート版アプリのインストールが開始

「アプリをインストールしました」が表示されましたら、画面左下の「完了」をタップします。

ので、上記①～②の

「アプリケーションの更新が完了しました。」が表示されましたら「終了」をタップ

※：アップデート版アプリのインストールが完了すると画面左下の「キャンセル」が「完了」に変わります。

© Hitachi Auto Parts＆ Service Co., Ltd. 2019

② ③ 

。 

タブレット側の表示と下表をご照会の上、手順（Ｄ）（Ｅ）のいずれかを行って下さい。

本ページの【手順

次ページの【手順

ル」をタップして下さい。アップデート版アプリのインストールが開始

「アプリをインストールしました」が表示されましたら、画面左下の「完了」をタップします。

①～②の操作を繰り替し行って下さい。

「アプリケーションの更新が完了しました。」が表示されましたら「終了」をタップして

※：アップデート版アプリのインストールが完了すると画面左下の「キャンセル」が「完了」に変わります。

Service Co., Ltd. 2019

① 

）のいずれかを行って下さい。

次の手順

ページの【手順Ｄ】を行って下さい。

ページの【手順Ｅ】を行って下さい。

ル」をタップして下さい。アップデート版アプリのインストールが開始されます。

「アプリをインストールしました」が表示されましたら、画面左下の「完了」をタップします。 

操作を繰り替し行って下さい。

して５/２１ページの

※：アップデート版アプリのインストールが完了すると画面左下の「キャンセル」が「完了」に変わります。

（次ページに続く）

Service Co., Ltd. 2019. All rights reserved.

  

）のいずれかを行って下さい。 

手順 

】を行って下さい。

】を行って下さい。

されます。 

操作を繰り替し行って下さい。 

ページの 

※：アップデート版アプリのインストールが完了すると画面左下の「キャンセル」が「完了」に変わります。 

（次ページに続く）

. All rights reserved.

 

】を行って下さい。 

】を行って下さい。 

 

（次ページに続く） 

. All rights reserved. 



 

 

【手順Ｅ】 

  「終了」のボタンをタップして【手順

 

 

 

 

 

 

【手順９】 

下図の手順で

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手順１０】 

① 設定画面の左側のメニューにある「アプリ」をタップして下さい。

② 右側にアプリ一覧が表示されます。「健康診断」「故障診断」「ＨＤＭ

診断」で

されてれば【手順１１】に進みます

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。

①  

 

「終了」のボタンをタップして【手順

の手順で設定画面を表示させて下さい。

 

設定画面の左側のメニューにある「アプリ」をタップして下さい。

にアプリ一覧が表示されます。「健康診断」「故障診断」「ＨＤＭ

診断」で「バージョン１

れば【手順１１】に進みます

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。    

「終了」のボタンをタップして【手順

設定画面を表示させて下さい。

設定画面の左側のメニューにある「アプリ」をタップして下さい。

にアプリ一覧が表示されます。「健康診断」「故障診断」「ＨＤＭ

「バージョン１.５２」、「故障診断」で

れば【手順１１】に進みます

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

    

「終了」のボタンをタップして【手順９】に進みます。

設定画面を表示させて下さい。 

設定画面の左側のメニューにある「アプリ」をタップして下さい。

にアプリ一覧が表示されます。「健康診断」「故障診断」「ＨＤＭ

５２」、「故障診断」で「バージョン１

れば【手順１１】に進みます。これよりもバージョンが古い場合は再度【手順７】に進みます。

© Hitachi Auto Parts

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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】に進みます。 

設定画面の左側のメニューにある「アプリ」をタップして下さい。

にアプリ一覧が表示されます。「健康診断」「故障診断」「ＨＤＭ

「バージョン１.５６」、「ＨＤＭ８０００アプリ」で

。これよりもバージョンが古い場合は再度【手順７】に進みます。

© Hitachi Auto Parts
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設定画面の左側のメニューにある「アプリ」をタップして下さい。 

にアプリ一覧が表示されます。「健康診断」「故障診断」「ＨＤＭ-８０００アプリ」をそれぞれタップして、「健康

５６」、「ＨＤＭ８０００アプリ」で

。これよりもバージョンが古い場合は再度【手順７】に進みます。

© Hitachi Auto Parts＆ Service Co., Ltd. 2019

８０００アプリ」をそれぞれタップして、「健康

５６」、「ＨＤＭ８０００アプリ」で

。これよりもバージョンが古い場合は再度【手順７】に進みます。

Service Co., Ltd. 2019

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。

    

    

    

    

 

 

 

②タップするとバージョンが表示されます。

８０００アプリ」をそれぞれタップして、「健康

５６」、「ＨＤＭ８０００アプリ」で「バージョン３

。これよりもバージョンが古い場合は再度【手順７】に進みます。

（次ページに続く）

Service Co., Ltd. 2019. 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

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。    

タップするとバージョンが表示されます。

８０００アプリ」をそれぞれタップして、「健康

「バージョン３.４３」と表示

。これよりもバージョンが古い場合は再度【手順７】に進みます。 

（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    

タップするとバージョンが表示されます。

８０００アプリ」をそれぞれタップして、「健康

４３」と表示

（次ページに続く） 

. All rights reserved. 

タップするとバージョンが表示されます。 



 

【手順１１】 

下図の手順で

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手順１２】 

「「「「Unmount USB storageUnmount USB storageUnmount USB storageUnmount USB storage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手順１３】 

「「「「USB storage will be unmountedUSB storage will be unmountedUSB storage will be unmountedUSB storage will be unmounted

USB storageUSB storageUSB storageUSB storage

以上でアップデートは完了となりますので、引き続きＨＤＭ８０００をご活用下さい。以上でアップデートは完了となりますので、引き続きＨＤＭ８０００をご活用下さい。以上でアップデートは完了となりますので、引き続きＨＤＭ８０００をご活用下さい。以上でアップデートは完了となりますので、引き続きＨＤＭ８０００をご活用下さい。

 

 

 

 

 

       

 

 

の手順で「「「「Unmount USB storageUnmount USB storageUnmount USB storageUnmount USB storage

 

Unmount USB storageUnmount USB storageUnmount USB storageUnmount USB storage」」」」

 

USB storage will be unmountedUSB storage will be unmountedUSB storage will be unmountedUSB storage will be unmounted

USB storageUSB storageUSB storageUSB storage」」」」が下図の表示になりましたら、タブレット

以上でアップデートは完了となりますので、引き続きＨＤＭ８０００をご活用下さい。以上でアップデートは完了となりますので、引き続きＨＤＭ８０００をご活用下さい。以上でアップデートは完了となりますので、引き続きＨＤＭ８０００をご活用下さい。以上でアップデートは完了となりますので、引き続きＨＤＭ８０００をご活用下さい。

 

①①①① 左側の左側の左側の左側の

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、「

USB storage will be unmountedUSB storage will be unmountedUSB storage will be unmountedUSB storage 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、タブレット

以上でアップデートは完了となりますので、引き続きＨＤＭ８０００をご活用下さい。以上でアップデートは完了となりますので、引き続きＨＤＭ８０００をご活用下さい。以上でアップデートは完了となりますので、引き続きＨＤＭ８０００をご活用下さい。以上でアップデートは完了となりますので、引き続きＨＤＭ８０００をご活用下さい。

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。

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

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、タブレット

以上でアップデートは完了となりますので、引き続きＨＤＭ８０００をご活用下さい。以上でアップデートは完了となりますので、引き続きＨＤＭ８０００をご活用下さい。以上でアップデートは完了となりますので、引き続きＨＤＭ８０００をご活用下さい。以上でアップデートは完了となりますので、引き続きＨＤＭ８０００をご活用下さい。

© Hitachi Auto Parts

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 Unmount USBUnmount USBUnmount USBUnmount USB

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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を表示させて下さい。。

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、タブレットからインターフェースボックスを

以上でアップデートは完了となりますので、引き続きＨＤＭ８０００をご活用下さい。以上でアップデートは完了となりますので、引き続きＨＤＭ８０００をご活用下さい。以上でアップデートは完了となりますので、引き続きＨＤＭ８０００をご活用下さい。以上でアップデートは完了となりますので、引き続きＨＤＭ８０００をご活用下さい。

© Hitachi Auto Parts

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

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。

21212121 

を表示させて下さい。。 

をタップすると下図が表示されますので、「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

インターフェースボックスを

以上でアップデートは完了となりますので、引き続きＨＤＭ８０００をご活用下さい。以上でアップデートは完了となりますので、引き続きＨＤＭ８０００をご活用下さい。以上でアップデートは完了となりますので、引き続きＨＤＭ８０００をご活用下さい。以上でアップデートは完了となりますので、引き続きＨＤＭ８０００をご活用下さい。

© Hitachi Auto Parts＆ 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 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

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。    

」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

インターフェースボックスを取り外して下さい

以上でアップデートは完了となりますので、引き続きＨＤＭ８０００をご活用下さい。以上でアップデートは完了となりますので、引き続きＨＤＭ８０００をご活用下さい。以上でアップデートは完了となりますので、引き続きＨＤＭ８０００をご活用下さい。以上でアップデートは完了となりますので、引き続きＨＤＭ８０００をご活用下さい。 

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

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「「「「Unmount Unmount Unmount Unmount 

取り外して下さい

Service Co., Ltd. 2018. 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     

取り外して下さい。。。。    

. All rights reserved.

    

 

 

 

 

. All rights reserved. 
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【手順Ｃ】【手順Ｃ】【手順Ｃ】【手順Ｃ】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。 

 

【手順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。 

 

 

 

 

【手順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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手順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。その後、３/２１ページの【手順３】に進みます。 
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１１１１....機能の概略機能の概略機能の概略機能の概略

� データモニタの実行画面に

� 「選択保存」

データモニタを

⇒操作

� 「選択読み込み」

⇒操作方法は１５

� 「選択保存」

動する前に

� また「選択保存」は一つの車両情報に

様々な角度で

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.アプリモード毎での使用について

「フル機能モード」「故障診断モード」の

診断」ボタンをタップすれば

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

故障診断モード故障診断モード故障診断モード故障診断モード

フル機能フル機能フル機能フル機能

機能の概略機能の概略機能の概略機能の概略    

データモニタの実行画面に

「選択保存」はデータモニタ開始前に表示される

データモニタを再開

⇒操作方法は９/２１

「選択読み込み」は

⇒操作方法は１５/２１

「選択保存」で保存される項目群は車両情報毎に保存されますので、本機能を

動する前に、予め車両情報を登録する必要があります

また「選択保存」は一つの車両情報に

様々な角度でデータモニタを行うことが可能です。

アプリモード毎での使用について

「フル機能モード」「故障診断モード」の

診断」ボタンをタップすれば

故障診断モード故障診断モード故障診断モード故障診断モード（健康診断機能を含まない）（健康診断機能を含まない）（健康診断機能を含まない）（健康診断機能を含まない）

フル機能フル機能フル機能フル機能モードモードモードモード（健康診断機能を含む）（健康診断機能を含む）（健康診断機能を含む）（健康診断機能を含む）

データモニタの実行画面に「選択保存」と「選択読み込み」のボタンを追加しました。

データモニタ開始前に表示される

再開する時に再利用

２１ぺージ以降を参照下さい。

は「選択保存」で保存した選択

２１ページを参照下さい。※表示例は故障診断モードです。

で保存される項目群は車両情報毎に保存されますので、本機能を

予め車両情報を登録する必要があります

また「選択保存」は一つの車両情報に

データモニタを行うことが可能です。

アプリモード毎での使用について 

「フル機能モード」「故障診断モード」の

診断」ボタンをタップすれば「選択保存」と「選択読み込み」

（健康診断機能を含まない）（健康診断機能を含まない）（健康診断機能を含まない）（健康診断機能を含まない）

（健康診断機能を含む）（健康診断機能を含む）（健康診断機能を含む）（健康診断機能を含む）

データモニタ選択項目保存

「選択保存」と「選択読み込み」のボタンを追加しました。

データモニタ開始前に表示される

する時に再利用出来る様に

ぺージ以降を参照下さい。

「選択保存」で保存した選択

ページを参照下さい。※表示例は故障診断モードです。

で保存される項目群は車両情報毎に保存されますので、本機能を

予め車両情報を登録する必要があります

また「選択保存」は一つの車両情報に対して

データモニタを行うことが可能です。

 

「フル機能モード」「故障診断モード」のいずれでも

「選択保存」と「選択読み込み」

© Hitachi Auto Parts

（健康診断機能を含まない）（健康診断機能を含まない）（健康診断機能を含まない）（健康診断機能を含まない）

（健康診断機能を含む）（健康診断機能を含む）（健康診断機能を含む）（健康診断機能を含む）    
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データモニタ選択項目保存

「選択保存」と「選択読み込み」のボタンを追加しました。

データモニタ開始前に表示される「表示項目選択」画面で選択した項目

出来る様にする機能です。

ぺージ以降を参照下さい。※表示例は故障診断モードです。

「選択保存」で保存した選択項群を呼び出

ページを参照下さい。※表示例は故障診断モードです。

で保存される項目群は車両情報毎に保存されますので、本機能を

予め車両情報を登録する必要があります 

対して複数の選択パターンでの保存

データモニタを行うことが可能です。 

いずれでも、「新規車両」ボタンをタップして車両情報を登録した後、「故障

「選択保存」と「選択読み込み」を使用することが

© Hitachi Auto Parts

（健康診断機能を含まない）（健康診断機能を含まない）（健康診断機能を含まない）（健康診断機能を含まない）    

    

21212121 

データモニタ選択項目保存について

「選択保存」と「選択読み込み」のボタンを追加しました。

「表示項目選択」画面で選択した項目

機能です。 

※表示例は故障診断モードです。

を呼び出してデータモニタを行う機能

ページを参照下さい。※表示例は故障診断モードです。

で保存される項目群は車両情報毎に保存されますので、本機能を

 

複数の選択パターンでの保存

、「新規車両」ボタンをタップして車両情報を登録した後、「故障

使用することが

© Hitachi Auto Parts＆ Service Co., Ltd. 2019

について 

「選択保存」と「選択読み込み」のボタンを追加しました。

「表示項目選択」画面で選択した項目

※表示例は故障診断モードです。

してデータモニタを行う機能

ページを参照下さい。※表示例は故障診断モードです。 

で保存される項目群は車両情報毎に保存されますので、本機能を実行する

複数の選択パターンでの保存が出来ます。

、「新規車両」ボタンをタップして車両情報を登録した後、「故障

使用することが可能です。

Service Co., Ltd. 2019

「選択保存」と「選択読み込み」のボタンを追加しました。 

「表示項目選択」画面で選択した項目群に名前を付けて

※表示例は故障診断モードです。 

してデータモニタを行う機能です

実行する場合は

が出来ます。一台の車両に対して

、「新規車両」ボタンをタップして車両情報を登録した後、「故障

。 

（次ページに続きます）

Service Co., Ltd. 2019. All rights reserved.

名前を付けて、 

です。 

場合は診断ソフトを起

一台の車両に対して

、「新規車両」ボタンをタップして車両情報を登録した後、「故障

（次ページに続きます）

. All rights reserved.

 

診断ソフトを起

一台の車両に対して

、「新規車両」ボタンをタップして車両情報を登録した後、「故障 

（次ページに続きます） 

. All rights reserved. 



    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

【ステップ【ステップ【ステップ【ステップ    1111

① インターフェースボックス先端部の赤色のコネクタを車両側診断コネクタに接続して下さい。

    

    

    

    

    

    

    

    

② インターフェースボックス本体の尾部のＬＥＤランプが緑色に点灯することを確認して下さい。

③ 車両側のイグニッションキーをＯＮにして下さい。（状況に応じて始動して下さい）

 

【ステップ ２

「車両一覧」画面の「新規車両」をタップして下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

【ステップ

タブレット本体のリアカメラが起動し、車検証のＱＲコードの読取画面が起動します。

飛び先に進んで下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ）車検証のＱＲコードから車両情報を読取り

（Ｂ）手入力で車両情報を入力

 

1111】】】】    インターフェースボックスの接続インターフェースボックスの接続インターフェースボックスの接続インターフェースボックスの接続

インターフェースボックス先端部の赤色のコネクタを車両側診断コネクタに接続して下さい。

インターフェースボックス本体の尾部のＬＥＤランプが緑色に点灯することを確認して下さい。

車両側のイグニッションキーをＯＮにして下さい。（状況に応じて始動して下さい）

２】 「新規車両」の実行

「車両一覧」画面の「新規車両」をタップして下さい。

【ステップ ３】 車両情報の読取画面の起動

タブレット本体のリアカメラが起動し、車検証のＱＲコードの読取画面が起動します。

飛び先に進んで下さい。

（Ａ）車検証のＱＲコードから車両情報を読取り

（Ｂ）手入力で車両情報を入力

「選択保存

インターフェースボックスの接続インターフェースボックスの接続インターフェースボックスの接続インターフェースボックスの接続

インターフェースボックス先端部の赤色のコネクタを車両側診断コネクタに接続して下さい。

インターフェースボックス本体の尾部のＬＥＤランプが緑色に点灯することを確認して下さい。

車両側のイグニッションキーをＯＮにして下さい。（状況に応じて始動して下さい）

「新規車両」の実行 

「車両一覧」画面の「新規車両」をタップして下さい。

車両情報の読取画面の起動

タブレット本体のリアカメラが起動し、車検証のＱＲコードの読取画面が起動します。

飛び先に進んで下さい。 

（Ａ）車検証のＱＲコードから車両情報を読取り

（Ｂ）手入力で車両情報を入力

「選択保存（選択表示項目の保存機能）

インターフェースボックスの接続インターフェースボックスの接続インターフェースボックスの接続インターフェースボックスの接続    

インターフェースボックス先端部の赤色のコネクタを車両側診断コネクタに接続して下さい。

インターフェースボックス本体の尾部のＬＥＤランプが緑色に点灯することを確認して下さい。

車両側のイグニッションキーをＯＮにして下さい。（状況に応じて始動して下さい）

 

「車両一覧」画面の「新規車両」をタップして下さい。

車両情報の読取画面の起動 

タブレット本体のリアカメラが起動し、車検証のＱＲコードの読取画面が起動します。

（Ａ）車検証のＱＲコードから車両情報を読取り

 

© Hitachi Auto Parts
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（選択表示項目の保存機能）

    

インターフェースボックス先端部の赤色のコネクタを車両側診断コネクタに接続して下さい。

インターフェースボックス本体の尾部のＬＥＤランプが緑色に点灯することを確認して下さい。

車両側のイグニッションキーをＯＮにして下さい。（状況に応じて始動して下さい）

「車両一覧」画面の「新規車両」をタップして下さい。 

タブレット本体のリアカメラが起動し、車検証のＱＲコードの読取画面が起動します。

（Ａ）車検証のＱＲコードから車両情報を読取り ⇒次のページの

⇒２０

© Hitachi Auto Parts

21212121 

（選択表示項目の保存機能）」の操作手順

インターフェースボックス先端部の赤色のコネクタを車両側診断コネクタに接続して下さい。

インターフェースボックス本体の尾部のＬＥＤランプが緑色に点灯することを確認して下さい。

車両側のイグニッションキーをＯＮにして下さい。（状況に応じて始動して下さい）

タブレット本体のリアカメラが起動し、車検証のＱＲコードの読取画面が起動します。

次のページの【ステップ

２０/２１ページへ進みます

© Hitachi Auto Parts＆ Service Co., Ltd. 2019

」の操作手順

インターフェースボックス先端部の赤色のコネクタを車両側診断コネクタに接続して下さい。

インターフェースボックス本体の尾部のＬＥＤランプが緑色に点灯することを確認して下さい。

車両側のイグニッションキーをＯＮにして下さい。（状況に応じて始動して下さい）

タブレット本体のリアカメラが起動し、車検証のＱＲコードの読取画面が起動します。

【ステップ ４】へ進みます

へ進みます 

Service Co., Ltd. 2019

」の操作手順 

インターフェースボックス先端部の赤色のコネクタを車両側診断コネクタに接続して下さい。 

インターフェースボックス本体の尾部のＬＥＤランプが緑色に点灯することを確認して下さい。

車両側のイグニッションキーをＯＮにして下さい。（状況に応じて始動して下さい） 

タブレット本体のリアカメラが起動し、車検証のＱＲコードの読取画面が起動します。状況に応じて

４】へ進みます

 

（次ページに続く）

Service Co., Ltd. 2019. All rights reserved.

 

インターフェースボックス本体の尾部のＬＥＤランプが緑色に点灯することを確認して下さい。 

状況に応じて下表（Ａ）（Ｂ）の

４】へ進みます 

（次ページに続く）

. All rights reserved.

（Ａ）（Ｂ）の  

（次ページに続く） 

. All rights reserved. 



 

 

 【ステップ 

タブレット本体裏面のカメラ

内に入れた後、タブレットの前後

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ステップ

車検証のＱＲコードから車検証の車両情報が読み込まれると「車両情報登録

確認されましたら画面右上の「次へ」をタップして下さい。

※：各項目の追記や修正を行う

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ステップ【ステップ【ステップ【ステップ

車両一覧画面に戻りましたら、

 

 

 

●●●●乗用車乗用車乗用車乗用車

●軽自動車●軽自動車●軽自動車●軽自動車

 ４】 車検証のＱＲコードから車両情報の読取り

タブレット本体裏面のカメラ

内に入れた後、タブレットの前後

【ステップ ５】 車両情報の読取完了

車検証のＱＲコードから車検証の車両情報が読み込まれると「車両情報登録

確認されましたら画面右上の「次へ」をタップして下さい。

：各項目の追記や修正を行う

【ステップ【ステップ【ステップ【ステップ    ６６６６】】】】    「故障診断」ボタンのタップ「故障診断」ボタンのタップ「故障診断」ボタンのタップ「故障診断」ボタンのタップ

車両一覧画面に戻りましたら、

乗用車乗用車乗用車乗用車やややや大型車大型車大型車大型車⇒８⇒８⇒８⇒８

●軽自動車●軽自動車●軽自動車●軽自動車                    ⇒３つあるＱＲコードの全てを赤枠に入れます。⇒３つあるＱＲコードの全てを赤枠に入れます。⇒３つあるＱＲコードの全てを赤枠に入れます。⇒３つあるＱＲコードの全てを赤枠に入れます。

車検証のＱＲコードから車両情報の読取り

タブレット本体裏面のカメラレンズを車検証に向けて、車検証の右下に印刷されている

内に入れた後、タブレットの前後を調節して

車両情報の読取完了

車検証のＱＲコードから車検証の車両情報が読み込まれると「車両情報登録

確認されましたら画面右上の「次へ」をタップして下さい。

：各項目の追記や修正を行う場合は、項目をタップしてキーボードを表示させて、追記、修正を行って

「故障診断」ボタンのタップ「故障診断」ボタンのタップ「故障診断」ボタンのタップ「故障診断」ボタンのタップ

車両一覧画面に戻りましたら、画面上部の「故障診断」のボタンをタップして下さい。

⇒８⇒８⇒８⇒８つあるＱＲコードの内、つあるＱＲコードの内、つあるＱＲコードの内、つあるＱＲコードの内、

⇒３つあるＱＲコードの全てを赤枠に入れます。⇒３つあるＱＲコードの全てを赤枠に入れます。⇒３つあるＱＲコードの全てを赤枠に入れます。⇒３つあるＱＲコードの全てを赤枠に入れます。

車検証のＱＲコードから車両情報の読取り

レンズを車検証に向けて、車検証の右下に印刷されている

を調節してピントを合わせて

車両情報の読取完了 

車検証のＱＲコードから車検証の車両情報が読み込まれると「車両情報登録

確認されましたら画面右上の「次へ」をタップして下さい。

場合は、項目をタップしてキーボードを表示させて、追記、修正を行って

「故障診断」ボタンのタップ「故障診断」ボタンのタップ「故障診断」ボタンのタップ「故障診断」ボタンのタップ    

画面上部の「故障診断」のボタンをタップして下さい。

© Hitachi Auto Parts

つあるＱＲコードの内、つあるＱＲコードの内、つあるＱＲコードの内、つあるＱＲコードの内、左端の１つと右端の２つを除く、中心寄りの５つのＱＲコードを赤枠に入れます。左端の１つと右端の２つを除く、中心寄りの５つのＱＲコードを赤枠に入れます。左端の１つと右端の２つを除く、中心寄りの５つのＱＲコードを赤枠に入れます。左端の１つと右端の２つを除く、中心寄りの５つのＱＲコードを赤枠に入れます。

⇒３つあるＱＲコードの全てを赤枠に入れます。⇒３つあるＱＲコードの全てを赤枠に入れます。⇒３つあるＱＲコードの全てを赤枠に入れます。⇒３つあるＱＲコードの全てを赤枠に入れます。
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車検証のＱＲコードから車両情報の読取り 

レンズを車検証に向けて、車検証の右下に印刷されている

ピントを合わせて

車検証のＱＲコードから車検証の車両情報が読み込まれると「車両情報登録

確認されましたら画面右上の「次へ」をタップして下さい。 

場合は、項目をタップしてキーボードを表示させて、追記、修正を行って

画面上部の「故障診断」のボタンをタップして下さい。

© Hitachi Auto Parts

左端の１つと右端の２つを除く、中心寄りの５つのＱＲコードを赤枠に入れます。左端の１つと右端の２つを除く、中心寄りの５つのＱＲコードを赤枠に入れます。左端の１つと右端の２つを除く、中心寄りの５つのＱＲコードを赤枠に入れます。左端の１つと右端の２つを除く、中心寄りの５つのＱＲコードを赤枠に入れます。

⇒３つあるＱＲコードの全てを赤枠に入れます。⇒３つあるＱＲコードの全てを赤枠に入れます。⇒３つあるＱＲコードの全てを赤枠に入れます。⇒３つあるＱＲコードの全てを赤枠に入れます。    

21212121 

 

レンズを車検証に向けて、車検証の右下に印刷されている

ピントを合わせて下さい。 

車検証のＱＲコードから車検証の車両情報が読み込まれると「車両情報登録

場合は、項目をタップしてキーボードを表示させて、追記、修正を行って

画面上部の「故障診断」のボタンをタップして下さい。

© Hitachi Auto Parts＆ Service Co., Ltd. 2019

左端の１つと右端の２つを除く、中心寄りの５つのＱＲコードを赤枠に入れます。左端の１つと右端の２つを除く、中心寄りの５つのＱＲコードを赤枠に入れます。左端の１つと右端の２つを除く、中心寄りの５つのＱＲコードを赤枠に入れます。左端の１つと右端の２つを除く、中心寄りの５つのＱＲコードを赤枠に入れます。

レンズを車検証に向けて、車検証の右下に印刷されている

車検証のＱＲコードから車検証の車両情報が読み込まれると「車両情報登録」画面が表示されます。内容を

場合は、項目をタップしてキーボードを表示させて、追記、修正を行って

画面上部の「故障診断」のボタンをタップして下さい。

Service Co., Ltd. 2019

車検証から読み込まれた車両情報

（所有者情報等は除く）

左端の１つと右端の２つを除く、中心寄りの５つのＱＲコードを赤枠に入れます。左端の１つと右端の２つを除く、中心寄りの５つのＱＲコードを赤枠に入れます。左端の１つと右端の２つを除く、中心寄りの５つのＱＲコードを赤枠に入れます。左端の１つと右端の２つを除く、中心寄りの５つのＱＲコードを赤枠に入れます。

レンズを車検証に向けて、車検証の右下に印刷されている QR コードを

画面が表示されます。内容を

場合は、項目をタップしてキーボードを表示させて、追記、修正を行って

画面上部の「故障診断」のボタンをタップして下さい。 

（次ページに続く）

Service Co., Ltd. 2019. All rights reserved.

車検証から読み込まれた車両情報

（所有者情報等は除く）

左端の１つと右端の２つを除く、中心寄りの５つのＱＲコードを赤枠に入れます。左端の１つと右端の２つを除く、中心寄りの５つのＱＲコードを赤枠に入れます。左端の１つと右端の２つを除く、中心寄りの５つのＱＲコードを赤枠に入れます。左端の１つと右端の２つを除く、中心寄りの５つのＱＲコードを赤枠に入れます。

コードを画面の赤枠

画面が表示されます。内容を 

場合は、項目をタップしてキーボードを表示させて、追記、修正を行って下さい。

（次ページに続く）

. All rights reserved.

車検証から読み込まれた車両情報 

（所有者情報等は除く） 

左端の１つと右端の２つを除く、中心寄りの５つのＱＲコードを赤枠に入れます。左端の１つと右端の２つを除く、中心寄りの５つのＱＲコードを赤枠に入れます。左端の１つと右端の２つを除く、中心寄りの５つのＱＲコードを赤枠に入れます。左端の１つと右端の２つを除く、中心寄りの５つのＱＲコードを赤枠に入れます。    

画面の赤枠 

 

下さい。 

（次ページに続く） 

. All rights reserved. 



 

【ステップ

故障診断機能について注意事項のメッセージ画面が表示されますので、内容をご確認されたら「実行」をタップ

して下さい。

 

 

 

 

 

 

【ステップ

「接続中しばらくお待ち下さい」のメッセージが数秒間表示された後、「メーカー選択（診断ソフトの選択画面）」が

起動します。使用したい診断ソフトをタップして下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ステップ

「イニシャライズ中しばらくお待ちください」が暫く表示された後、下図の様に画面が遷移します。診断ソフトに

よっては診断メニューの表示がされる前に診断する車両の年式や装着品の選択画面が表示されますので、

車検証等で車両情報を確認後、選択を行って下さい。

 

 

 

 

 

【ステップ１０

  車両年式の選択が完了するとメニュー画面が表示されます。

   

 

 

 

 

 

※ソフトの選択をやり

再度

【ステップ ７】 注意事項のメッセージ画面の表示

故障診断機能について注意事項のメッセージ画面が表示されますので、内容をご確認されたら「実行」をタップ

して下さい。 

【ステップ ８】 「メーカー選択」画面の起動

「接続中しばらくお待ち下さい」のメッセージが数秒間表示された後、「メーカー選択（診断ソフトの選択画面）」が

起動します。使用したい診断ソフトをタップして下さい。

【ステップ ９】 診断ソフトの起動

「イニシャライズ中しばらくお待ちください」が暫く表示された後、下図の様に画面が遷移します。診断ソフトに

よっては診断メニューの表示がされる前に診断する車両の年式や装着品の選択画面が表示されますので、

車検証等で車両情報を確認後、選択を行って下さい。

【ステップ１０】 診断メニューの表示

車両年式の選択が完了するとメニュー画面が表示されます。

ソフトの選択をやり

再度行って下さい

注意事項のメッセージ画面の表示

故障診断機能について注意事項のメッセージ画面が表示されますので、内容をご確認されたら「実行」をタップ

「メーカー選択」画面の起動

「接続中しばらくお待ち下さい」のメッセージが数秒間表示された後、「メーカー選択（診断ソフトの選択画面）」が

起動します。使用したい診断ソフトをタップして下さい。

診断ソフトの起動 

「イニシャライズ中しばらくお待ちください」が暫く表示された後、下図の様に画面が遷移します。診断ソフトに

よっては診断メニューの表示がされる前に診断する車両の年式や装着品の選択画面が表示されますので、

車検証等で車両情報を確認後、選択を行って下さい。

診断メニューの表示

車両年式の選択が完了するとメニュー画面が表示されます。

ソフトの選択をやりなおす場合は画面右下の「車種再選択」をタップして【ステップ６

行って下さい。 

注意事項のメッセージ画面の表示

故障診断機能について注意事項のメッセージ画面が表示されますので、内容をご確認されたら「実行」をタップ

「メーカー選択」画面の起動 

「接続中しばらくお待ち下さい」のメッセージが数秒間表示された後、「メーカー選択（診断ソフトの選択画面）」が

起動します。使用したい診断ソフトをタップして下さい。

 

「イニシャライズ中しばらくお待ちください」が暫く表示された後、下図の様に画面が遷移します。診断ソフトに

よっては診断メニューの表示がされる前に診断する車両の年式や装着品の選択画面が表示されますので、

車検証等で車両情報を確認後、選択を行って下さい。

診断メニューの表示 

車両年式の選択が完了するとメニュー画面が表示されます。

なおす場合は画面右下の「車種再選択」をタップして【ステップ６

© Hitachi Auto Parts

診断

カスタマイズ

作業サポート

アクティブテスト
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注意事項のメッセージ画面の表示 

故障診断機能について注意事項のメッセージ画面が表示されますので、内容をご確認されたら「実行」をタップ

「接続中しばらくお待ち下さい」のメッセージが数秒間表示された後、「メーカー選択（診断ソフトの選択画面）」が

起動します。使用したい診断ソフトをタップして下さい。 

「イニシャライズ中しばらくお待ちください」が暫く表示された後、下図の様に画面が遷移します。診断ソフトに

よっては診断メニューの表示がされる前に診断する車両の年式や装着品の選択画面が表示されますので、

車検証等で車両情報を確認後、選択を行って下さい。 

車両年式の選択が完了するとメニュー画面が表示されます。

なおす場合は画面右下の「車種再選択」をタップして【ステップ６

© Hitachi Auto Parts

各

フリーズフレームデータを

カスタマイズ 各

サポート 各

アクティブテスト

各

します

21212121 

故障診断機能について注意事項のメッセージ画面が表示されますので、内容をご確認されたら「実行」をタップ

「接続中しばらくお待ち下さい」のメッセージが数秒間表示された後、「メーカー選択（診断ソフトの選択画面）」が

「イニシャライズ中しばらくお待ちください」が暫く表示された後、下図の様に画面が遷移します。診断ソフトに

よっては診断メニューの表示がされる前に診断する車両の年式や装着品の選択画面が表示されますので、

車両年式の選択が完了するとメニュー画面が表示されます。「診断」をタップして

なおす場合は画面右下の「車種再選択」をタップして【ステップ６
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各システムの故障

フリーズフレームデータを

各システムの作動条件等

各システムの整備作業

各システムのアクチュエータの

します。

故障診断機能について注意事項のメッセージ画面が表示されますので、内容をご確認されたら「実行」をタップ

「接続中しばらくお待ち下さい」のメッセージが数秒間表示された後、「メーカー選択（診断ソフトの選択画面）」が

「イニシャライズ中しばらくお待ちください」が暫く表示された後、下図の様に画面が遷移します。診断ソフトに

よっては診断メニューの表示がされる前に診断する車両の年式や装着品の選択画面が表示されますので、

をタップして下さい。

なおす場合は画面右下の「車種再選択」をタップして【ステップ６

Service Co., Ltd. 2019

画面を上下スクロールする

ことで、その他のソフトを表示

させることが可能です。

故障コード読取と消去

フリーズフレームデータを実行します

作動条件等の設定

整備作業の補助機能

システムのアクチュエータの作動

故障診断機能について注意事項のメッセージ画面が表示されますので、内容をご確認されたら「実行」をタップ

「接続中しばらくお待ち下さい」のメッセージが数秒間表示された後、「メーカー選択（診断ソフトの選択画面）」が

「イニシャライズ中しばらくお待ちください」が暫く表示された後、下図の様に画面が遷移します。診断ソフトに

よっては診断メニューの表示がされる前に診断する車両の年式や装着品の選択画面が表示されますので、

下さい。 

なおす場合は画面右下の「車種再選択」をタップして【ステップ６】以降の操作手順を

（次ページに続く）
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画面を上下スクロールする

ことで、その他のソフトを表示

させることが可能です。

消去、データモニタ

します。

設定を行います。

補助機能を実行します

作動テストを実行

故障診断機能について注意事項のメッセージ画面が表示されますので、内容をご確認されたら「実行」をタップ

「接続中しばらくお待ち下さい」のメッセージが数秒間表示された後、「メーカー選択（診断ソフトの選択画面）」が

「イニシャライズ中しばらくお待ちください」が暫く表示された後、下図の様に画面が遷移します。診断ソフトに 

よっては診断メニューの表示がされる前に診断する車両の年式や装着品の選択画面が表示されますので、 

】以降の操作手順を 

（次ページに続く）

. All rights reserved.

画面を上下スクロールする 

ことで、その他のソフトを表示

させることが可能です。 

データモニタ

します。

 

故障診断機能について注意事項のメッセージ画面が表示されますので、内容をご確認されたら「実行」をタップ 

「接続中しばらくお待ち下さい」のメッセージが数秒間表示された後、「メーカー選択（診断ソフトの選択画面）」が 

 

 

 

（次ページに続く） 

. All rights reserved. 

 

ことで、その他のソフトを表示 



 

【ステップ１１】

システム選択画面が表示されます。診断したいシステムをタップして下さい。（エンジン、ＡＢＳ

以外を診断したい場合は、一旦、全自己診断をタップして、全自己診断結果とリストを表示させて下さい。）

 

 

【ステップ１２】データモニタの選択

「イニシャライズ中

タップして下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 【ステップ１３】

 「表示項目選択」が表示されます。選択表示を行う場合は

チェックを

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ステップ１１】診断するシステム

システム選択画面が表示されます。診断したいシステムをタップして下さい。（エンジン、ＡＢＳ

以外を診断したい場合は、一旦、全自己診断をタップして、全自己診断結果とリストを表示させて下さい。）

【ステップ１２】データモニタの選択

「イニシャライズ中…しばらくお待ち下さい」が表示された後に診断メニューが表示されます。「データモニタ」を

タップして下さい。 

【ステップ１３】「表示項目選択

「表示項目選択」が表示されます。選択表示を行う場合は

チェックを解除して下さい

診断するシステムの選択

システム選択画面が表示されます。診断したいシステムをタップして下さい。（エンジン、ＡＢＳ

以外を診断したい場合は、一旦、全自己診断をタップして、全自己診断結果とリストを表示させて下さい。）

【ステップ１２】データモニタの選択 

しばらくお待ち下さい」が表示された後に診断メニューが表示されます。「データモニタ」を

表示項目選択」の表示

「表示項目選択」が表示されます。選択表示を行う場合は

下さい（☑⇒□）

の選択 

システム選択画面が表示されます。診断したいシステムをタップして下さい。（エンジン、ＡＢＳ

以外を診断したい場合は、一旦、全自己診断をタップして、全自己診断結果とリストを表示させて下さい。）

 

しばらくお待ち下さい」が表示された後に診断メニューが表示されます。「データモニタ」を

の表示 

「表示項目選択」が表示されます。選択表示を行う場合は

（☑⇒□）。※初期状態では全ての項目

© Hitachi Auto Parts
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システム選択画面が表示されます。診断したいシステムをタップして下さい。（エンジン、ＡＢＳ

以外を診断したい場合は、一旦、全自己診断をタップして、全自己診断結果とリストを表示させて下さい。）

しばらくお待ち下さい」が表示された後に診断メニューが表示されます。「データモニタ」を

「表示項目選択」が表示されます。選択表示を行う場合は画面下部の

初期状態では全ての項目

© Hitachi Auto Parts
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システム選択画面が表示されます。診断したいシステムをタップして下さい。（エンジン、ＡＢＳ

以外を診断したい場合は、一旦、全自己診断をタップして、全自己診断結果とリストを表示させて下さい。）

しばらくお待ち下さい」が表示された後に診断メニューが表示されます。「データモニタ」を

画面下部の「すべて解除」をタップして

初期状態では全ての項目にチェック（☑）が入って

© Hitachi Auto Parts＆ Service Co., Ltd. 2019

システム選択画面が表示されます。診断したいシステムをタップして下さい。（エンジン、ＡＢＳ

以外を診断したい場合は、一旦、全自己診断をタップして、全自己診断結果とリストを表示させて下さい。）

しばらくお待ち下さい」が表示された後に診断メニューが表示されます。「データモニタ」を

「すべて解除」をタップして

にチェック（☑）が入って

Service Co., Ltd. 2019

システム選択画面が表示されます。診断したいシステムをタップして下さい。（エンジン、ＡＢＳ/ＶＤＣ、エアバッグ

以外を診断したい場合は、一旦、全自己診断をタップして、全自己診断結果とリストを表示させて下さい。）

しばらくお待ち下さい」が表示された後に診断メニューが表示されます。「データモニタ」を

「すべて解除」をタップして全

にチェック（☑）が入っております。

（次ページに続く）

Service Co., Ltd. 2019. All rights reserved.

 

ＶＤＣ、エアバッグ

以外を診断したい場合は、一旦、全自己診断をタップして、全自己診断結果とリストを表示させて下さい。） 

しばらくお待ち下さい」が表示された後に診断メニューが表示されます。「データモニタ」を

全項目の左側の

おります。 

（次ページに続く）

. All rights reserved.

 

ＶＤＣ、エアバッグ 

 

 

 

 

 

 

 

しばらくお待ち下さい」が表示された後に診断メニューが表示されます。「データモニタ」を 

項目の左側の

（次ページに続く） 

. All rights reserved. 



 

 【ステップ１

 全項目のチェック（☑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ステップ１５

表示したい項目の選択が完了し

表示させて、

  

 

【ステップ１６

「表示項目選択保存」のダイアログとキーボードが表示されます。キーボードを使用してコメント（選択した項目群の

リスト名）を入力し、最後に「保存」をタップして下さい。

 

※：この状態で「開始」をタップした場合、選択表示は実行されますが、選択した項目の保存は実行されません。

【ステップ１４】表示したい項目の選択

全項目のチェック（☑⇒□）が外れましたら

５】「選択保存」ボタンの表示

表示したい項目の選択が完了し

、次に「選択保存」をタップして下さい。

６】「選択保存」ボタンの表示

「表示項目選択保存」のダイアログとキーボードが表示されます。キーボードを使用してコメント（選択した項目群の

リスト名）を入力し、最後に「保存」をタップして下さい。

 

 

※：この状態で「開始」をタップした場合、選択表示は実行されますが、選択した項目の保存は実行されません。

表示したい項目の選択

⇒□）が外れましたら

「選択保存」ボタンの表示

表示したい項目の選択が完了しましたら、

「選択保存」をタップして下さい。

「選択保存」ボタンの表示

「表示項目選択保存」のダイアログとキーボードが表示されます。キーボードを使用してコメント（選択した項目群の

リスト名）を入力し、最後に「保存」をタップして下さい。

 

※：この状態で「開始」をタップした場合、選択表示は実行されますが、選択した項目の保存は実行されません。

表示したい項目の選択 

⇒□）が外れましたら表示したい項目のチェック欄を

「選択保存」ボタンの表示 

たら、画面下部のボタンの表示領域を左方向にスクロールさせて「

「選択保存」をタップして下さい。

「選択保存」ボタンの表示 

「表示項目選択保存」のダイアログとキーボードが表示されます。キーボードを使用してコメント（選択した項目群の

リスト名）を入力し、最後に「保存」をタップして下さい。

 

© 

※：この状態で「開始」をタップした場合、選択表示は実行されますが、選択した項目の保存は実行されません。
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表示したい項目のチェック欄を

画面下部のボタンの表示領域を左方向にスクロールさせて「

「選択保存」をタップして下さい。 

「表示項目選択保存」のダイアログとキーボードが表示されます。キーボードを使用してコメント（選択した項目群の

リスト名）を入力し、最後に「保存」をタップして下さい。【ステップ１４】で

 

© Hitachi Auto Parts

※：この状態で「開始」をタップした場合、選択表示は実行されますが、選択した項目の保存は実行されません。

21212121 

表示したい項目のチェック欄を

画面下部のボタンの表示領域を左方向にスクロールさせて「

「表示項目選択保存」のダイアログとキーボードが表示されます。キーボードを使用してコメント（選択した項目群の

【ステップ１４】で選択した
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※：この状態で「開始」をタップした場合、選択表示は実行されますが、選択した項目の保存は実行されません。

表示したい項目のチェック欄をタップしてチェック（☑）を入れて下さい。

画面下部のボタンの表示領域を左方向にスクロールさせて「

「表示項目選択保存」のダイアログとキーボードが表示されます。キーボードを使用してコメント（選択した項目群の

選択した選択項目

 

Service Co., Ltd. 2019

※：この状態で「開始」をタップした場合、選択表示は実行されますが、選択した項目の保存は実行されません。

タップしてチェック（☑）を入れて下さい。

画面下部のボタンの表示領域を左方向にスクロールさせて「

「表示項目選択保存」のダイアログとキーボードが表示されます。キーボードを使用してコメント（選択した項目群の

項目が保存されます。

  （次ページに続く）

Service Co., Ltd. 2019. All rights reserved.

※：この状態で「開始」をタップした場合、選択表示は実行されますが、選択した項目の保存は実行されません。

タップしてチェック（☑）を入れて下さい。

画面下部のボタンの表示領域を左方向にスクロールさせて「選択保存」を

「表示項目選択保存」のダイアログとキーボードが表示されます。キーボードを使用してコメント（選択した項目群の

が保存されます。 

（次ページに続く）

. All rights reserved.

※：この状態で「開始」をタップした場合、選択表示は実行されますが、選択した項目の保存は実行されません。 

タップしてチェック（☑）を入れて下さい。 

選択保存」を

 

 

 

 

 

 

 

「表示項目選択保存」のダイアログとキーボードが表示されます。キーボードを使用してコメント（選択した項目群の
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 【ステップ１７

 「ファイルを保存しました」と表示されましたら

「ＯＫ」をタップして下さい。

 

 

【ステップ１

  「表示項目選択」の画面に戻りま

タップして下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【ステップ１９

 選択した項目が保存され、更に選択した項目による

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※：この状態で各表示項目にチェックを入れた後、「選択」をタップすると選択表示は実行されますが、選択した項目の保存は

  実行出来ません。

【ステップ１７】「ファイル保存」の表示

「ファイルを保存しました」と表示されましたら

「ＯＫ」をタップして下さい。

【ステップ１８】データモニタの開始

「表示項目選択」の画面に戻りま

タップして下さい。選択保存を追加して行う場合は１２

【ステップ１９】選択した項目によるデータモニタ

選択した項目が保存され、更に選択した項目による

※：この状態で各表示項目にチェックを入れた後、「選択」をタップすると選択表示は実行されますが、選択した項目の保存は

実行出来ません。 

「ファイル保存」の表示

「ファイルを保存しました」と表示されましたら

「ＯＫ」をタップして下さい。 

データモニタの開始 

「表示項目選択」の画面に戻りましたら、

選択保存を追加して行う場合は１２

した項目によるデータモニタ

選択した項目が保存され、更に選択した項目による

※：この状態で各表示項目にチェックを入れた後、「選択」をタップすると選択表示は実行されますが、選択した項目の保存は

「ファイル保存」の表示 

「ファイルを保存しました」と表示されましたら 

 

したら、画面下部のボタンの表示領域を右方向にスクロールさせて「開始」を

選択保存を追加して行う場合は１２

した項目によるデータモニタの開始

選択した項目が保存され、更に選択した項目による

© 

※：この状態で各表示項目にチェックを入れた後、「選択」をタップすると選択表示は実行されますが、選択した項目の保存は
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画面下部のボタンの表示領域を右方向にスクロールさせて「開始」を

選択保存を追加して行う場合は１２/２１ページの【ステップ１３】以降の操作を行って下さい。

の開始 

選択した項目が保存され、更に選択した項目によるデータモニタが開始されます。

© Hitachi Auto Parts

※：この状態で各表示項目にチェックを入れた後、「選択」をタップすると選択表示は実行されますが、選択した項目の保存は

21212121 

画面下部のボタンの表示領域を右方向にスクロールさせて「開始」を

２１ページの【ステップ１３】以降の操作を行って下さい。

データモニタが開始されます。

Hitachi Auto Parts＆ Service Co., Ltd. 2019

※：この状態で各表示項目にチェックを入れた後、「選択」をタップすると選択表示は実行されますが、選択した項目の保存は

画面下部のボタンの表示領域を右方向にスクロールさせて「開始」を

２１ページの【ステップ１３】以降の操作を行って下さい。

データモニタが開始されます。 

Service Co., Ltd. 2019

※：この状態で各表示項目にチェックを入れた後、「選択」をタップすると選択表示は実行されますが、選択した項目の保存は

●「戻る」をタップすると【ステップ１２】

  の画面に戻ります。

●「終了」をタップすると【ステップ２】

  の画面に戻ります。

画面下部のボタンの表示領域を右方向にスクロールさせて「開始」を

２１ページの【ステップ１３】以降の操作を行って下さい。

Service Co., Ltd. 2019. All rights reserved.

 

※：この状態で各表示項目にチェックを入れた後、「選択」をタップすると選択表示は実行されますが、選択した項目の保存は

●「戻る」をタップすると【ステップ１２】

の画面に戻ります。

●「終了」をタップすると【ステップ２】

の画面に戻ります。

画面下部のボタンの表示領域を右方向にスクロールさせて「開始」を

２１ページの【ステップ１３】以降の操作を行って下さい。

. All rights reserved.

※：この状態で各表示項目にチェックを入れた後、「選択」をタップすると選択表示は実行されますが、選択した項目の保存は 

●「戻る」をタップすると【ステップ１２】

の画面に戻ります。 

●「終了」をタップすると【ステップ２】

の画面に戻ります。 

 

画面下部のボタンの表示領域を右方向にスクロールさせて「開始」を 

２１ページの【ステップ１３】以降の操作を行って下さい。 

. All rights reserved. 

 

●「戻る」をタップすると【ステップ１２】 

●「終了」をタップすると【ステップ２】 



 

 

 

【ステップ【ステップ【ステップ【ステップ    1111

① インターフェースボックス先端部の赤色のコネクタを車両側診断コネクタに接続して下さい。

② インターフェースボックス本体の尾部のＬＥＤランプが緑色に点灯することを確認して下さい。

③ 車両側のイグニッションキーをＯＮにして下さい。（状況に応じて始動して下さい）

 

【ステップ ２

「車両一覧」画面の左側に表

る車両の登録番号をタップして下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ステップ

過去に読み込まれた車両情報が再表示されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車両の車両の車両の車両の選択をやりなおす選択をやりなおす選択をやりなおす選択をやりなおす

場合は「戻る」場合は「戻る」場合は「戻る」場合は「戻る」

タップして下さい。タップして下さい。タップして下さい。タップして下さい。

1111】】】】    インターフェースボックスの接続インターフェースボックスの接続インターフェースボックスの接続インターフェースボックスの接続

インターフェースボックス先端部の赤色のコネクタを車両側診断コネクタに接続して下さい。

インターフェースボックス本体の尾部のＬＥＤランプが緑色に点灯することを確認して下さい。

車両側のイグニッションキーをＯＮにして下さい。（状況に応じて始動して下さい）

２】 「車両情報」の表示

「車両一覧」画面の左側に表

の登録番号をタップして下さい。

【ステップ ３】 車両情報の再表示

過去に読み込まれた車両情報が再表示されます。

選択をやりなおす選択をやりなおす選択をやりなおす選択をやりなおす

場合は「戻る」場合は「戻る」場合は「戻る」場合は「戻る」                        をををを

タップして下さい。タップして下さい。タップして下さい。タップして下さい。    

インターフェースボックスの接続インターフェースボックスの接続インターフェースボックスの接続インターフェースボックスの接続

インターフェースボックス先端部の赤色のコネクタを車両側診断コネクタに接続して下さい。

インターフェースボックス本体の尾部のＬＥＤランプが緑色に点灯することを確認して下さい。

車両側のイグニッションキーをＯＮにして下さい。（状況に応じて始動して下さい）

「車両情報」の表示 

「車両一覧」画面の左側に表示されている登録番号の一覧（赤い破線で囲んだ部分）から、

の登録番号をタップして下さい。

車両情報の再表示

過去に読み込まれた車両情報が再表示されます。

【補足】「登録番号から検索」の使用方法について

① 「登録番号から検索」をタップして下さい。

② 「登録番号から検索」と「

プして選択して下さい。

③ 虫メガネをタップして下さい。

④ キーボードが表示されます。表示させたい車両の登録番号、もしくは

後にキーボード側の虫メガネのボタンをタップして下さい。

⑤ 画面左側の一覧に④で入力した番号が絞り込まれて表示されますので

「選択読み込み

インターフェースボックスの接続インターフェースボックスの接続インターフェースボックスの接続インターフェースボックスの接続    

インターフェースボックス先端部の赤色のコネクタを車両側診断コネクタに接続して下さい。

インターフェースボックス本体の尾部のＬＥＤランプが緑色に点灯することを確認して下さい。

車両側のイグニッションキーをＯＮにして下さい。（状況に応じて始動して下さい）

 

示されている登録番号の一覧（赤い破線で囲んだ部分）から、

の登録番号をタップして下さい。 

車両情報の再表示 

過去に読み込まれた車両情報が再表示されます。

【補足】「登録番号から検索」の使用方法について

© Hitachi 

「登録番号から検索」をタップして下さい。

「登録番号から検索」と「

プして選択して下さい。

虫メガネをタップして下さい。

キーボードが表示されます。表示させたい車両の登録番号、もしくは

後にキーボード側の虫メガネのボタンをタップして下さい。

画面左側の一覧に④で入力した番号が絞り込まれて表示されますので
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選択読み込み」の操作手順

    

インターフェースボックス先端部の赤色のコネクタを車両側診断コネクタに接続して下さい。

インターフェースボックス本体の尾部のＬＥＤランプが緑色に点灯することを確認して下さい。

車両側のイグニッションキーをＯＮにして下さい。（状況に応じて始動して下さい）

示されている登録番号の一覧（赤い破線で囲んだ部分）から、

過去に読み込まれた車両情報が再表示されます。 

【補足】「登録番号から検索」の使用方法について

© Hitachi Auto Parts

「登録番号から検索」をタップして下さい。

「登録番号から検索」と「車台番号からの検索」が表示されますので、

プして選択して下さい。 

虫メガネをタップして下さい。 

キーボードが表示されます。表示させたい車両の登録番号、もしくは

後にキーボード側の虫メガネのボタンをタップして下さい。

画面左側の一覧に④で入力した番号が絞り込まれて表示されますので

21212121 

」の操作手順 

インターフェースボックス先端部の赤色のコネクタを車両側診断コネクタに接続して下さい。

インターフェースボックス本体の尾部のＬＥＤランプが緑色に点灯することを確認して下さい。

車両側のイグニッションキーをＯＮにして下さい。（状況に応じて始動して下さい）

示されている登録番号の一覧（赤い破線で囲んだ部分）から、

【補足】「登録番号から検索」の使用方法について

Auto Parts＆ Service Co., Ltd. 2019

「登録番号から検索」をタップして下さい。 

番号からの検索」が表示されますので、

キーボードが表示されます。表示させたい車両の登録番号、もしくは

後にキーボード側の虫メガネのボタンをタップして下さい。

画面左側の一覧に④で入力した番号が絞り込まれて表示されますので

 

インターフェースボックス先端部の赤色のコネクタを車両側診断コネクタに接続して下さい。

インターフェースボックス本体の尾部のＬＥＤランプが緑色に点灯することを確認して下さい。

車両側のイグニッションキーをＯＮにして下さい。（状況に応じて始動して下さい） 

示されている登録番号の一覧（赤い破線で囲んだ部分）から、

【補足】「登録番号から検索」の使用方法について 

Service Co., Ltd. 2019

車検証から読み込まれた車両情報

（所有者情報等は除く）

この部分の操作方法は本ページのこの部分の操作方法は本ページのこの部分の操作方法は本ページのこの部分の操作方法は本ページの

下部の下部の下部の下部の補足補足補足補足

番号からの検索」が表示されますので、

キーボードが表示されます。表示させたい車両の登録番号、もしくは

後にキーボード側の虫メガネのボタンをタップして下さい。 

画面左側の一覧に④で入力した番号が絞り込まれて表示されますので

インターフェースボックス先端部の赤色のコネクタを車両側診断コネクタに接続して下さい。 

インターフェースボックス本体の尾部のＬＥＤランプが緑色に点灯することを確認して下さい。 

 

示されている登録番号の一覧（赤い破線で囲んだ部分）から、保存済の選択項目があ

（次ページに続く）

Service Co., Ltd. 2019. All rights reserved.

車検証から読み込まれた車両情報

（所有者情報等は除く）

この部分の操作方法は本ページのこの部分の操作方法は本ページのこの部分の操作方法は本ページのこの部分の操作方法は本ページの

下部の下部の下部の下部の補足補足補足補足を参照下さいを参照下さいを参照下さいを参照下さい

番号からの検索」が表示されますので、いずれかの方法をタッ

キーボードが表示されます。表示させたい車両の登録番号、もしくは車台番号を入力

画面左側の一覧に④で入力した番号が絞り込まれて表示されますのでタップして下さい。

保存済の選択項目があ

（次ページに続く）

. All rights reserved.

車検証から読み込まれた車両情報 

（所有者情報等は除く） 

この部分の操作方法は本ページのこの部分の操作方法は本ページのこの部分の操作方法は本ページのこの部分の操作方法は本ページの    

を参照下さいを参照下さいを参照下さいを参照下さい    

いずれかの方法をタッ

車台番号を入力して最

タップして下さい。 

保存済の選択項目があ

（次ページに続く） 

. All rights reserved. 

 



 

 

【ステップ【ステップ【ステップ【ステップ

画面上部の「故障診断」のボタンをタップして下さい。

 

 

 

 

【ステップ

故障診断機能について注意事項のメッセージ画面が

表示されますので、内容をご確認されたら「実行」をタップ

して下さい。

 

【ステップ【ステップ【ステップ【ステップ

HDM８０００が自動で診断ソフト、車種の年式等を選択し、

最後に診断ソフト毎のメインメニューが表示されます。

メインメニューから診断をタップ

 

 

【ステップ７

システム選択画面が表示されます。過去の選択表示

下さい。 

 

【ステップ８

「イニシャライズ中

タップして下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ステップ【ステップ【ステップ【ステップ    ４４４４】】】】    「故障診断」ボタンのタップ「故障診断」ボタンのタップ「故障診断」ボタンのタップ「故障診断」ボタンのタップ

画面上部の「故障診断」のボタンをタップして下さい。

【ステップ ５】 注意事項のメッセージ画面の表示

故障診断機能について注意事項のメッセージ画面が

表示されますので、内容をご確認されたら「実行」をタップ

して下さい。 

【ステップ【ステップ【ステップ【ステップ    ６６６６】】】】    診断ソフトの起動診断ソフトの起動診断ソフトの起動診断ソフトの起動

８０００が自動で診断ソフト、車種の年式等を選択し、

最後に診断ソフト毎のメインメニューが表示されます。

メインメニューから診断をタップ

【ステップ７】診断するシステム

システム選択画面が表示されます。過去の選択表示

 

【ステップ８】データモニタの選択

「イニシャライズ中…しばらくお待ち下さい」が表示された後に診断メニューが表示されます。「データモニタ」を

タップして下さい。 

「故障診断」ボタンのタップ「故障診断」ボタンのタップ「故障診断」ボタンのタップ「故障診断」ボタンのタップ

画面上部の「故障診断」のボタンをタップして下さい。

注意事項のメッセージ画面の表示

故障診断機能について注意事項のメッセージ画面が

表示されますので、内容をご確認されたら「実行」をタップ

診断ソフトの起動診断ソフトの起動診断ソフトの起動診断ソフトの起動    

８０００が自動で診断ソフト、車種の年式等を選択し、

最後に診断ソフト毎のメインメニューが表示されます。

メインメニューから診断をタップして下さい。

診断するシステムの選択

システム選択画面が表示されます。過去の選択表示

】データモニタの選択 

しばらくお待ち下さい」が表示された後に診断メニューが表示されます。「データモニタ」を

「故障診断」ボタンのタップ「故障診断」ボタンのタップ「故障診断」ボタンのタップ「故障診断」ボタンのタップ    

画面上部の「故障診断」のボタンをタップして下さい。

注意事項のメッセージ画面の表示

故障診断機能について注意事項のメッセージ画面が

表示されますので、内容をご確認されたら「実行」をタップ

    

８０００が自動で診断ソフト、車種の年式等を選択し、

最後に診断ソフト毎のメインメニューが表示されます。

して下さい。 

の選択 

システム選択画面が表示されます。過去の選択表示

 

しばらくお待ち下さい」が表示された後に診断メニューが表示されます。「データモニタ」を

© Hitachi Auto 
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画面上部の「故障診断」のボタンをタップして下さい。 

注意事項のメッセージ画面の表示 

故障診断機能について注意事項のメッセージ画面が 

表示されますので、内容をご確認されたら「実行」をタップ 

８０００が自動で診断ソフト、車種の年式等を選択し、 

最後に診断ソフト毎のメインメニューが表示されます。 

システム選択画面が表示されます。過去の選択表示項目によるデータモニタを実行したいシステムをタップして

しばらくお待ち下さい」が表示された後に診断メニューが表示されます。「データモニタ」を

© Hitachi Auto 

21212121 

 

 

によるデータモニタを実行したいシステムをタップして

しばらくお待ち下さい」が表示された後に診断メニューが表示されます。「データモニタ」を

© Hitachi Auto Parts＆ Service Co., Ltd. 2019

によるデータモニタを実行したいシステムをタップして

しばらくお待ち下さい」が表示された後に診断メニューが表示されます。「データモニタ」を

Service Co., Ltd. 2019

によるデータモニタを実行したいシステムをタップして

しばらくお待ち下さい」が表示された後に診断メニューが表示されます。「データモニタ」を

（次ページに続く）

Service Co., Ltd. 2019. All rights reserved.

によるデータモニタを実行したいシステムをタップして

しばらくお待ち下さい」が表示された後に診断メニューが表示されます。「データモニタ」を

（次ページに続く）

. All rights reserved.

 

によるデータモニタを実行したいシステムをタップして 

 

 

 

 

 

 

 

しばらくお待ち下さい」が表示された後に診断メニューが表示されます。「データモニタ」を 

（次ページに続く） 

. All rights reserved. 



 

 

【ステップ９】

「表示項目選択」が表示されます。画面下部の

をタップして下さい。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ステップ１０

「タイムライン」が表示され、過去に保存した

選択表示項目群）の一覧が表示されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

】「表示項目選択

「表示項目選択」が表示されます。画面下部の

をタップして下さい。 

【ステップ１０】「タイムライン」

「タイムライン」が表示され、過去に保存した

選択表示項目群）の一覧が表示されます。

表示項目選択」の表示

「表示項目選択」が表示されます。画面下部の

「タイムライン」の表示

「タイムライン」が表示され、過去に保存した

選択表示項目群）の一覧が表示されます。

タップすると保存した選択項目が削除されます。

タップすると【ステップ９】の画面に戻ります。

 

「表示項目選択」が表示されます。画面下部のボタンの表示領域を左方向にスクロールさせ、

の表示 

「タイムライン」が表示され、過去に保存した「データモニタ選択項目

選択表示項目群）の一覧が表示されます。 

© Hitachi Auto Parts

タップすると保存した選択項目が削除されます。

タップすると【ステップ９】の画面に戻ります。
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ボタンの表示領域を左方向にスクロールさせ、

データモニタ選択項目

© Hitachi Auto Parts

タップすると保存した選択項目が削除されます。

タップすると【ステップ９】の画面に戻ります。

21212121 

ボタンの表示領域を左方向にスクロールさせ、

データモニタ選択項目」（９

© Hitachi Auto Parts＆ Service Co., Ltd. 2019

タップすると保存した選択項目が削除されます。 

タップすると【ステップ９】の画面に戻ります。 

ボタンの表示領域を左方向にスクロールさせ、

（９/２１～１４/２

Service Co., Ltd. 2019

 

この部分の操作方法は１９この部分の操作方法は１９この部分の操作方法は１９この部分の操作方法は１９

ページのページのページのページの補足補足補足補足

ボタンの表示領域を左方向にスクロールさせ、次に「選択読み込み」

２１ページの手順で保存した

（次ページに続く）

Service Co., Ltd. 2019. All rights reserved.

この部分の操作方法は１９この部分の操作方法は１９この部分の操作方法は１９この部分の操作方法は１９////２１２１２１２１

補足補足補足補足を参照下さいを参照下さいを参照下さいを参照下さい    

次に「選択読み込み」

１ページの手順で保存した

（次ページに続く）

. All rights reserved.

２１２１２１２１    

    

次に「選択読み込み」

 

 

 

 

 

１ページの手順で保存した

（次ページに続く） 

. All rights reserved. 



 

 

【ステップ１１

タイムラインの下部に表示されているリストを上下にスクロールさせ、使用したい

させて、右下にある

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ステップ１２

  項目選択が実行されたことを表す

 

 

 

 

 

【ステップ１３

項目が選択された状態で「表示項目選択」が表示されましたら、画面下部の

ールさせて、次に「開始」をタップして下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ステップ１１】タイムラインからの「データモニタ選択項目」の選択

タイムラインの下部に表示されているリストを上下にスクロールさせ、使用したい

、右下にある「選択」をタップして下さい。

【ステップ１２】選択実行

項目選択が実行されたことを表す

【ステップ１３】 

項目が選択された状態で「表示項目選択」が表示されましたら、画面下部の

ールさせて、次に「開始」をタップして下さい。

② 

タイムラインからの「データモニタ選択項目」の選択

タイムラインの下部に表示されているリストを上下にスクロールさせ、使用したい

「選択」をタップして下さい。

選択実行のメッセージの

項目選択が実行されたことを表す

項目が選択された状態で「表示項目選択」が表示されましたら、画面下部の

ールさせて、次に「開始」をタップして下さい。

 使用したい選択

タイムラインからの「データモニタ選択項目」の選択

タイムラインの下部に表示されているリストを上下にスクロールさせ、使用したい

「選択」をタップして下さい。

メッセージの表示 

項目選択が実行されたことを表すメッセージが表示されますので「戻る」をタップして下さい。

項目が選択された状態で「表示項目選択」が表示されましたら、画面下部の

ールさせて、次に「開始」をタップして下さい。 

© Hitachi Auto Parts

選択項目が表示
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タイムラインからの「データモニタ選択項目」の選択

タイムラインの下部に表示されているリストを上下にスクロールさせ、使用したい

「選択」をタップして下さい。 

が表示されますので「戻る」をタップして下さい。

項目が選択された状態で「表示項目選択」が表示されましたら、画面下部の

 

© Hitachi Auto Parts

項目が表示されたら「選択」をタップする。

21212121 

タイムラインからの「データモニタ選択項目」の選択 

タイムラインの下部に表示されているリストを上下にスクロールさせ、使用したい

が表示されますので「戻る」をタップして下さい。

項目が選択された状態で「表示項目選択」が表示されましたら、画面下部の

© Hitachi Auto Parts＆ Service Co., Ltd. 2019

されたら「選択」をタップする。

タイムラインの下部に表示されているリストを上下にスクロールさせ、使用したい「データモニタ選択項目

が表示されますので「戻る」をタップして下さい。

項目が選択された状態で「表示項目選択」が表示されましたら、画面下部のボタンの表示領域を右

Service Co., Ltd. 2019

① 

されたら「選択」をタップする。 

データモニタ選択項目

が表示されますので「戻る」をタップして下さい。 

ボタンの表示領域を右

（次ページに続く）

Service Co., Ltd. 2019. All rights reserved.

 上下にスクロールさせて

したい選択項目を表示させる

データモニタ選択項目」を表示

ボタンの表示領域を右方向にスクロ

（次ページに続く）

. All rights reserved.

上下にスクロールさせて使用

したい選択項目を表示させる

を表示

方向にスクロ 

（次ページに続く） 

. All rights reserved. 

使用

したい選択項目を表示させる 
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【ステップ１４】選択した項目によるデータモニタの開始 

選択した項目によるデータモニタが開始されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【補足】タイムランでの「検索対象」の操作方法について 

１７/２１ページの【ステップ９】でタイムラインが表示された後、下記①～④の手順で「検索条件」を操作することで、

他の車両情報と紐付して保存した「データモニタ選択項目」を呼び出して、選択表示を実行することが可能です。 

尚、同型車であれば別の車両情報と紐付して保存した「データモニタ選択項目」でデータモニタが実行可能ですが、 

車両に仕様変更があった場合、選択した項目の全て、もしくは一部が表示されない場合があります。 

 

① 検索条件に表示されている 

登録録番号（赤い破線で 

囲まれている部分）をタップ 

して下さい。 

 

② キーボードが表示されます。キーボードの消去ボタン（    ）を押して、表示されている登録番号を消去 

して下さい。 

③ 空欄になりましたら「データモニタ選択項目」を呼び出したい 

車両両の番号をキーボードで入力して下さい 

 

 

 

④ キーボードのエンターボタン（    ）を押して下さい。 

⑤ 「上記③で入力した番号の該当する車両の「データモニタ選択項目」がタイムラインに表示されます。 

⑥ １８/２１ページの【ステップ１１】の操作を実行して下さい。 

⑦ 「異なる車両・システムのデータが選択されました」というメッセージが表示されましたら「継続」（※）をタップし

て下さい。その後は１８/２１ページの【ステップ１２】以降の操作を行って下さい。 

※：選択をやり直す場合は「キャンセル」をタップして【ステップ９】以降の操作を行って下さい。 

 

© Hitachi Auto Parts＆ Service Co., Ltd. 2019. All rights reserved. 

車台番号で検索する場合はこの欄をタップして車台番号で検索する場合はこの欄をタップして車台番号で検索する場合はこの欄をタップして車台番号で検索する場合はこの欄をタップして    

「車台番号」に切替えて下さい。「車台番号」に切替えて下さい。「車台番号」に切替えて下さい。「車台番号」に切替えて下さい。    

※：この状態で各表示項目にチェックを入れた後、「選択」をタップすると選択表示は実行されますが、選択した項目の保存は 

  実行出来ません。 



 

 

 

【ステップ

ＱＲコードの読取画面の左下に表示されている「戻る」ボタン

 

【ステップ

ＱＲコードによる読取りがキャンセルされた旨を表すメッセージが表示されますので「閉じる」をタップして下さい。

手入力画面が表示されます。

 

 

 

 

 

 

 

    

【ステップ【ステップ【ステップ【ステップ

「登録番号」の欄をタップすると、キーボードが表示されますので、車両のナンバープレートの番号や任意の

番号、名称を入力して下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ステップ

登録番号の入力が完了しましたら画面を上方向にスクロールさせて「メーカー」の欄を表示させ、空欄をタップして

下さい。メーカー名のリストが表示されますので該当するメーカーを

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ステップ ４´】 車両情報を手入力

ＱＲコードの読取画面の左下に表示されている「戻る」ボタン

【ステップ ５´】 手入力画面の表示

ＱＲコードによる読取りがキャンセルされた旨を表すメッセージが表示されますので「閉じる」をタップして下さい。

手入力画面が表示されます。

【ステップ【ステップ【ステップ【ステップ    ６´】６´】６´】６´】    必須入力項目「必須入力項目「必須入力項目「必須入力項目「

「登録番号」の欄をタップすると、キーボードが表示されますので、車両のナンバープレートの番号や任意の

番号、名称を入力して下さい。

【ステップ ７´】 メーカーの入力

登録番号の入力が完了しましたら画面を上方向にスクロールさせて「メーカー」の欄を表示させ、空欄をタップして

下さい。メーカー名のリストが表示されますので該当するメーカーを

車両情報を手入力

ＱＲコードの読取画面の左下に表示されている「戻る」ボタン

手入力画面の表示

ＱＲコードによる読取りがキャンセルされた旨を表すメッセージが表示されますので「閉じる」をタップして下さい。

手入力画面が表示されます。 

必須入力項目「必須入力項目「必須入力項目「必須入力項目「登録番号登録番号登録番号登録番号

「登録番号」の欄をタップすると、キーボードが表示されますので、車両のナンバープレートの番号や任意の

番号、名称を入力して下さい。 

メーカーの入力 

登録番号の入力が完了しましたら画面を上方向にスクロールさせて「メーカー」の欄を表示させ、空欄をタップして

下さい。メーカー名のリストが表示されますので該当するメーカーを

（Ｂ）手入力で車両情報を入力

車両情報を手入力 

ＱＲコードの読取画面の左下に表示されている「戻る」ボタン

手入力画面の表示 

ＱＲコードによる読取りがキャンセルされた旨を表すメッセージが表示されますので「閉じる」をタップして下さい。

登録番号登録番号登録番号登録番号」」」」の入力の入力の入力の入力

「登録番号」の欄をタップすると、キーボードが表示されますので、車両のナンバープレートの番号や任意の

 

登録番号の入力が完了しましたら画面を上方向にスクロールさせて「メーカー」の欄を表示させ、空欄をタップして

下さい。メーカー名のリストが表示されますので該当するメーカーを

© Hitachi Auto Parts
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（Ｂ）手入力で車両情報を入力

ＱＲコードの読取画面の左下に表示されている「戻る」ボタン

ＱＲコードによる読取りがキャンセルされた旨を表すメッセージが表示されますので「閉じる」をタップして下さい。

の入力の入力の入力の入力    

「登録番号」の欄をタップすると、キーボードが表示されますので、車両のナンバープレートの番号や任意の

登録番号の入力が完了しましたら画面を上方向にスクロールさせて「メーカー」の欄を表示させ、空欄をタップして

下さい。メーカー名のリストが表示されますので該当するメーカーを

© Hitachi Auto Parts

21212121 

（Ｂ）手入力で車両情報を入力

ＱＲコードの読取画面の左下に表示されている「戻る」ボタン       

ＱＲコードによる読取りがキャンセルされた旨を表すメッセージが表示されますので「閉じる」をタップして下さい。

「登録番号」の欄をタップすると、キーボードが表示されますので、車両のナンバープレートの番号や任意の

登録番号の入力が完了しましたら画面を上方向にスクロールさせて「メーカー」の欄を表示させ、空欄をタップして

下さい。メーカー名のリストが表示されますので該当するメーカーをタップして

© Hitachi Auto Parts＆ Service Co., Ltd. 2019

（Ｂ）手入力で車両情報を入力 

       をタップして下さい。

ＱＲコードによる読取りがキャンセルされた旨を表すメッセージが表示されますので「閉じる」をタップして下さい。

「登録番号」の欄をタップすると、キーボードが表示されますので、車両のナンバープレートの番号や任意の

登録番号の入力が完了しましたら画面を上方向にスクロールさせて「メーカー」の欄を表示させ、空欄をタップして

タップして選択して下さい。

Service Co., Ltd. 2019

をタップして下さい。 

ＱＲコードによる読取りがキャンセルされた旨を表すメッセージが表示されますので「閉じる」をタップして下さい。

「登録番号」の欄をタップすると、キーボードが表示されますので、車両のナンバープレートの番号や任意の

登録番号の入力が完了しましたら画面を上方向にスクロールさせて「メーカー」の欄を表示させ、空欄をタップして

選択して下さい。 

（次ページに続く）

Service Co., Ltd. 2019. All rights reserved.

ＱＲコードによる読取りがキャンセルされた旨を表すメッセージが表示されますので「閉じる」をタップして下さい。

「登録番号」の欄をタップすると、キーボードが表示されますので、車両のナンバープレートの番号や任意の 

登録番号の入力が完了しましたら画面を上方向にスクロールさせて「メーカー」の欄を表示させ、空欄をタップして

 

（次ページに続く）

. All rights reserved.

ＱＲコードによる読取りがキャンセルされた旨を表すメッセージが表示されますので「閉じる」をタップして下さい。 

 

登録番号の入力が完了しましたら画面を上方向にスクロールさせて「メーカー」の欄を表示させ、空欄をタップして

（次ページに続く） 

. All rights reserved. 



 

 

【ステップ

手入力が完了しましたら、「次へ」をタップして下さい。

※：「初年度登録年月」等、その他の情報は任意で入力して下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ステップ

手入力画面で入力した内容が「車両情報」の欄に表示された状態で「車両一覧」が表示されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ステップ【ステップ【ステップ【ステップ

画面上部の「故障診断」のボタンをタップして下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ステップ ８´】 手入力の完了

手入力が完了しましたら、「次へ」をタップして下さい。

「初年度登録年月」等、その他の情報は任意で入力して下さい。

【ステップ ９´】 「車両一覧」画面に遷移

手入力画面で入力した内容が「車両情報」の欄に表示された状態で「車両一覧」が表示されます。

【ステップ【ステップ【ステップ【ステップ１０´１０´１０´１０´】】】】    「故障診断」ボタンのタップ「故障診断」ボタンのタップ「故障診断」ボタンのタップ「故障診断」ボタンのタップ

画面上部の「故障診断」のボタンをタップして下さい。

この後の操作方法は１１

手入力の完了 

手入力が完了しましたら、「次へ」をタップして下さい。

「初年度登録年月」等、その他の情報は任意で入力して下さい。

「車両一覧」画面に遷移

手入力画面で入力した内容が「車両情報」の欄に表示された状態で「車両一覧」が表示されます。

「故障診断」ボタンのタップ「故障診断」ボタンのタップ「故障診断」ボタンのタップ「故障診断」ボタンのタップ

画面上部の「故障診断」のボタンをタップして下さい。

この後の操作方法は１１

手入力が完了しましたら、「次へ」をタップして下さい。

「初年度登録年月」等、その他の情報は任意で入力して下さい。

「車両一覧」画面に遷移 

手入力画面で入力した内容が「車両情報」の欄に表示された状態で「車両一覧」が表示されます。

「故障診断」ボタンのタップ「故障診断」ボタンのタップ「故障診断」ボタンのタップ「故障診断」ボタンのタップ    

画面上部の「故障診断」のボタンをタップして下さい。

© Hitachi Auto Parts

この後の操作方法は１１/
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手入力が完了しましたら、「次へ」をタップして下さい。 

「初年度登録年月」等、その他の情報は任意で入力して下さい。

手入力画面で入力した内容が「車両情報」の欄に表示された状態で「車両一覧」が表示されます。

画面上部の「故障診断」のボタンをタップして下さい。 

© Hitachi Auto Parts

/２１ページの【ステップ

21212121 

「初年度登録年月」等、その他の情報は任意で入力して下さい。 

手入力画面で入力した内容が「車両情報」の欄に表示された状態で「車両一覧」が表示されます。

© Hitachi Auto Parts＆ Service Co., Ltd. 2019

２１ページの【ステップ ７】を参照下さい。

手入力画面で入力した内容が「車両情報」の欄に表示された状態で「車両一覧」が表示されます。

Service Co., Ltd. 2019

７】を参照下さい。

手入力画面で入力した内容が「車両情報」の欄に表示された状態で「車両一覧」が表示されます。

Service Co., Ltd. 2019. All rights reserved.

７】を参照下さい。 

手入力画面で入力した内容が「車両情報」の欄に表示された状態で「車両一覧」が表示されます。 

. All rights reserved.. All rights reserved. 


