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2018 年 5 日 14 日現在                

（株）日立オートパーツ＆サービス 

 

 

ＨＤＭ-３３０用国産トラック DPF 再生ソフトと輸入車ソフトのダウンロードについて 

 

日立ダイアグノスティックツールＨＤＭ-３３０のオプションソフト「国産トラックＤＰＦソフト」「輸入車ソフト」の内容、ダウ

ンロード料金、ダウンロード方法につきまして、下記の通りご案内申し上げます。 

 

１．１．１．１．HDMHDMHDMHDM----３３０用国産トラック３３０用国産トラック３３０用国産トラック３３０用国産トラック DPFDPFDPFDPF 再生ソフト、輸入車ソフト再生ソフト、輸入車ソフト再生ソフト、輸入車ソフト再生ソフト、輸入車ソフトについてについてについてについて    

 それぞれ別売となっております。初回ダウンロード料金をお振込頂くと、お振込日から１年間、都度リリース 

される最新版ソフト（標準ソフトも含む）のダウンロードを行って頂くことが可能です。 

名称 内容 

初回ダウンロード料金 

（税抜） 

国産トラックＤＰＦ 

再生ソフト 

搭載機能を国産トラック４メーカーのＤＰＦ再生に特化

したソフトです。 

故障コード読取/消去からＤＰＦ再生までの関連機能を

一連の動作で実行することが可能です。 

￥２０,０００ 

輸入車ソフト 故障コード読取/消去、作業サポート、カスタマイズに 

特化したソフトです。 

作業サポートは主にオイルランプ等のサービスインター

バルリセットに対応しております。 

￥２０,０００ 

 

２２２２....機能と対象車両の詳細について機能と対象車両の詳細について機能と対象車両の詳細について機能と対象車両の詳細について    

 ホームページ「日立ダイアグモニタ」に一覧表を掲載しておりますので、ご参照下さい。 

 

３３３３....２２２２年年年年目目目目以降以降以降以降ののののダウンロード年会費についてダウンロード年会費についてダウンロード年会費についてダウンロード年会費について    

￥６,０００/年（税抜）です。お振込頂くと１年間、標準ソフト、オプションソフトのダウンロードが可能となります。 

 

４．４．４．４．追加購入の追加購入の追加購入の追加購入の申込み申込み申込み申込み方法方法方法方法ととととダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード手順手順手順手順    

お申込みや、初回ダウンロード料金のお振込、ダウンロードにつきましては２/６ページ以降をご参照下さい。 

 

５５５５....オプションソフトのお申込み特典オプションソフトのお申込み特典オプションソフトのお申込み特典オプションソフトのお申込み特典    

下記の場合、オプションソフトのダウンロード期間の満了日に合わせて、ＨＤＭ-３３０本体（ケーブル類除く）の 

保証期間と標準ソフトのダウンロード期間を延長致します。５/６ページの「「「「ダウンロード期限と保証期間の延長にダウンロード期限と保証期間の延長にダウンロード期限と保証期間の延長にダウンロード期限と保証期間の延長に    

ついてついてついてついて」」」」も合わせてご参照下さい。 

（１） 新規ご購入時の特典である、新規ユーザー登録を行ってから発生する、１年間の無償ダウンロード期間の

満了後、１ヶ月以内にオプションソフトのダウンロード料金を、お振込頂いた場合。（※１） 

（２） 新規ご購入時の特典である、新規ユーザー登録を行ってから発生する、１年間の無償ダウンロード期間中

にオプションソフトのダウンロード料金を、お振込頂いた場合。 

（※１）１ヶ月を経過した後、お振込された場合は無効です。 
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ＨＤＭＨＤＭＨＤＭＨＤＭ----３３０・オプションソフトの３３０・オプションソフトの３３０・オプションソフトの３３０・オプションソフトの追加購入の追加購入の追加購入の追加購入の申込み方法とダウンロードの手順申込み方法とダウンロードの手順申込み方法とダウンロードの手順申込み方法とダウンロードの手順 

 

新規ユーザー登録を行ってから、オプションソフトの追加購入の申込みを行って下さい。 

 

１． 本体キット付属の USB ケーブルで、HDM-３３０本体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「HDM３３０.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。 

  

 

 

 

 

 

 

 

３.アップデートツールに表示されている「輸入車ソフト追加申込」「国産トラックＤＰＦソフト追加申込」の内、追加 

でダウンロードの申込みを行いたいソフトのボタンをクリックして下さい。 
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●２つのソフトを同時に申込み頂くことは出来ません。●２つのソフトを同時に申込み頂くことは出来ません。●２つのソフトを同時に申込み頂くことは出来ません。●２つのソフトを同時に申込み頂くことは出来ません。    

●それぞれのソフトで手順３～７を行って、お申込み下さい。●それぞれのソフトで手順３～７を行って、お申込み下さい。●それぞれのソフトで手順３～７を行って、お申込み下さい。●それぞれのソフトで手順３～７を行って、お申込み下さい。    

自動再生自動再生自動再生自動再生がががが実行実行実行実行されないされないされないされない場合場合場合場合はははは６６６６////６６６６ページページページページのののの操作操作操作操作方法方法方法方法をををを参照参照参照参照下さい下さい下さい下さい    
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５．「追加申込」が表示されます。表示内のメッセージを確認されましたら、画面上の「登録メールを送る」にチェックを 

  入れて「振込用紙発行」をクリックして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．申込みの受付が完了した旨のメッセージが表示されます。「ＯＫ」をクリックして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．弊社からオプションソフトの申し込みの受付が完了した旨をお知らせするメッセージを、ユーザー登録で登録済 

  のアドレスに送信します。また、お振込用紙を発送致します。お振込みが完了するまで、アップデートツールの 

  表示は以下となります。 
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お申込みを中断されたい場合は「キャンセル」をクリックして下さい。お申込みを中断されたい場合は「キャンセル」をクリックして下さい。お申込みを中断されたい場合は「キャンセル」をクリックして下さい。お申込みを中断されたい場合は「キャンセル」をクリックして下さい。    

お申込みお申込みお申込みお申込み用紙が、お手元に届くまで最大１週間程度かかる場合がございます。用紙が、お手元に届くまで最大１週間程度かかる場合がございます。用紙が、お手元に届くまで最大１週間程度かかる場合がございます。用紙が、お手元に届くまで最大１週間程度かかる場合がございます。    
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７．特に操作の必要がなければ「終了」をクリックして、アップデートツールを閉じて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．お振込用紙が、お手元に届きましたら、最寄りのコンビニエンスストアか郵便局にて、ダウンロード費用をお振込 

  下さい。弊社でお振込みの確認が出来次第、手続きの完了の旨をお知らせするメールを送信致します。 

 

９. 手続きの完了のメールを確認されましたら、手順１～２の要領でＨＤＭ-３３０アップデートツールを開いて下さい。 

それぞれのソフトで「利用可能」と表示されていれば、ダウンロードを行うことが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０．「ＨＤＭ３３０更新」のボタンをクリックすると、ＨＤＭ-３３０へ最新版の標準ソフトとオプションソフトのダウン 

ロードが実行されます。最後に「アップデート完了」が表示されれば終了です。 
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使用期限（ダウンロード期限）使用期限（ダウンロード期限）使用期限（ダウンロード期限）使用期限（ダウンロード期限）はははは、、、、    

オプションソフトのオプションソフトのオプションソフトのオプションソフトのダウンロード料金ダウンロード料金ダウンロード料金ダウンロード料金をををを

おおおお振り込振り込振り込振り込みにならみにならみにならみになられた日れた日れた日れた日から起算してから起算してから起算してから起算して

１年間１年間１年間１年間延長されます。延長されます。延長されます。延長されます。    

HＨDMー３３０本体のパソコンからの取り外しは、本体内のファイルの破損を防止する為、６/６ページの手順を行って下さい。    

ＨDMー３３０本体のパソコンからの取り外しは、

本体内のファイルの破損を防止する為、６/６ 

ページの手順を行って下さい。    
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ダウンロード期限と保証期間の延長について（2018 年 5 日 14 日現在） 

 

ダウンロード年会費、もしくはオプションソフトのダウロード料金のお振込の時期によって、保証期間の再延長の 

有無がございます。 
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２０１８年 ２０１９年 ２０２０年

①新規ユーザー登録時

以下となります。

（１）標準ソフトのダウンロード期間

　　 新規ユーザー登録を行った日から

　　 起算して1年間、無償でダウンロード

　　 行うことが可能です。

（２）ＨＤＭ３３０本体の保証期間

　　 新規ユーザー登録を行った日から

　　 起算して1年間となります。

②標準ソフトの無償ダウンロード期間中に

　 ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード年会費年会費年会費年会費(((( \\\\6666 ,,,, 000000000000////税抜税抜税抜税抜）を

　 お振込。

以下となります。

（１）標準ソフトのダウンロード期間

　　1年間、再延長されます。

（２）ＨＤＭ３３０本体の保証期間

　　1年間、再延長されます。

（３）その他

　   有償ダウンロード期間中に、ダウンロード

　   年会費をお振込頂くと、再度、保証期間を

     延長致します。

③標準ソフトの無償ダウンロード期間の

　 満了後、１ヶ月以内にダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード

　 　 　 　 年会費 年会費 年会費 年会費 (((( \\\\6666 ,,,, 000000000000////税抜税抜税抜税抜））））をお振込。

以下となります。

（１）ＨＤＭ３３０本体の保証期間

　　お振込日から起算して1年間、再延長

　　されます。

（２）標準ソフトのダウンロード期間

　　お振込日から起算して1年間、再延長

　　されます。

（３）その他

　   有償ダウンロード期間の満了日から、

　   １ヶ月以内にダウンロード年会費を

　   お振込頂くと、再度、保証期間を

     延長致します。

③標準ソフトの無償ダウンロード期間の

　 満了後、１ヶ月経過してからダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード

　　　　年会費 年会費 年会費 年会費 (((( \\\\6666 ,,,, 000000000000////税抜税抜税抜税抜））））をお振込。

以下となります。

（１）標準ソフトのダウンロード期間

　　　お振込日から起算して1年間、再延長

　　　されます。

（２）ＨＤＭ３３０本体の保証期間

　　 終了致します。以後の延長は出来ません。

④標準ソフトの無償ダウンロード期間中に

　 オプションソフトのオプションソフトのオプションソフトのオプションソフトの初回初回初回初回ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード

　 　 　 　 料金料金料金料金（￥（￥（￥（￥20202020 ,,,, 000000000000////税抜税抜税抜税抜））））をお振込。

以下となります。

（１）オプションソフトのダウンロード期間

　 お振込日から起算して１年間、ダウン

   ロードを行うことが可能です。

（２）標準ソフトのダウンロード期間

　　オプションソフトのダウンロード期限まで

　　再延長されます。

（３）ＨＤＭ３３０本体の保証期間

　　オプションソフトのダウンロード期限まで

　　再延長されます。

（４）その他

　   オプションソフトダウンロード期間中に

     ダウンロード年会費をお振込頂くと、

　　 再度、保証期間を延長致します。

⑤標準ソフトの無償ダウンロード期間を

　 満了してから１１１１ヶヶヶヶ月以内月以内月以内月以内にオプションソフトにオプションソフトにオプションソフトにオプションソフト

　 　 　 　 のののの初回初回初回初回ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード料金料金料金料金（￥（￥（￥（￥20202020 ,,,, 000000000000////

　 　 　 　 税抜税抜税抜税抜））））をお振込。

以下となります。

（１）オプションソフトのダウンロード期間

　 お振込日から起算して１年間、ダウン

   ロードを行うことが可能です。

（２）標準ソフトのダウンロード期間

　　オプションソフトのダウンロード期限まで

　　再延長されます（１年間）。

（３）ＨＤＭ３３０本体の保証期間

　　オプションソフトのダウンロード期限まで

　　再延長されます（１年間）。

（４）その他

　   オプションソフトダウンロード期間の満了日から

     １ヶ月以内にダウンロード年会費をお振込頂くと、

　　 再度、保証期間を延長致します。

⑥標準ソフトの無償ダウンロード期間を

　 満了後、、、、1111ヶヶヶヶ月経過月経過月経過月経過してからオプションしてからオプションしてからオプションしてからオプション

　 　 　 　 ソフトのソフトのソフトのソフトの初回初回初回初回ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード料金料金料金料金

　 （￥　 （￥　 （￥　 （￥20202020 ,,,, 000000000000////税抜税抜税抜税抜））））をお振込。

以下となります。

（１）オプションソフトのダウンロード期間

　 お振込日から起算して１年間、ダウン

   ロードを行うことが可能です。

（２）標準ソフトのダウンロード期間

　　オプションソフトのダウンロード期限まで

　　再延長されます（１年間）。

（３）ＨＤＭ３３０本体の保証期間

　　終了致します。以後の延長は出来ません。

参考例

ダウンロード期間と保証期間について状態

○○○○4444月１日月１日月１日月１日 ●３月３１日●３月３１日●３月３１日●３月３１日

ＨＤＭ３３０本体ＨＤＭ３３０本体ＨＤＭ３３０本体ＨＤＭ３３０本体保証期間保証期間保証期間保証期間

（１年間）（１年間）（１年間）（１年間）

標準ソフトの無償ダウンロード期間標準ソフトの無償ダウンロード期間標準ソフトの無償ダウンロード期間標準ソフトの無償ダウンロード期間

（１年間（１年間（１年間（１年間）

新規 ユーザー登録を行った日 新規 ユーザー登録日から起算して一年後

ＨＤＭ３３０本体ＨＤＭ３３０本体ＨＤＭ３３０本体ＨＤＭ３３０本体保証期間保証期間保証期間保証期間

（１年間）（１年間）（１年間）（１年間）

標準ソフトの無償ダウンロード期間標準ソフトの無償ダウンロード期間標準ソフトの無償ダウンロード期間標準ソフトの無償ダウンロード期間

（１年間（１年間（１年間（１年間）

○○○○３月１５日３月１５日３月１５日３月１５日

ＨＤＭ３３０本体ＨＤＭ３３０本体ＨＤＭ３３０本体ＨＤＭ３３０本体保証期間保証期間保証期間保証期間

（１年間）（１年間）（１年間）（１年間）

標準ソフトの有償ダウンロード期間標準ソフトの有償ダウンロード期間標準ソフトの有償ダウンロード期間標準ソフトの有償ダウンロード期間

（１年間（１年間（１年間（１年間）

●３月３１日●３月３１日●３月３１日●３月３１日

ダウンロード年会費をお振込

ＨＤＭ３３０本体ＨＤＭ３３０本体ＨＤＭ３３０本体ＨＤＭ３３０本体保証期間保証期間保証期間保証期間

（１年間）（１年間）（１年間）（１年間）

標準ソフトの無償ダウンロード期間標準ソフトの無償ダウンロード期間標準ソフトの無償ダウンロード期間標準ソフトの無償ダウンロード期間

（１年間（１年間（１年間（１年間）

○○○○４月１５日４月１５日４月１５日４月１５日

ＨＤＭ３３０本体ＨＤＭ３３０本体ＨＤＭ３３０本体ＨＤＭ３３０本体保証期間保証期間保証期間保証期間

（１年間）（１年間）（１年間）（１年間）

標準ソフトの有償ダウンロード期間標準ソフトの有償ダウンロード期間標準ソフトの有償ダウンロード期間標準ソフトの有償ダウンロード期間

（１年間（１年間（１年間（１年間）

●４月１４日●４月１４日●４月１４日●４月１４日

ダウンロード年会費をお振込

猶予期間（１ヶ月）猶予期間（１ヶ月）猶予期間（１ヶ月）猶予期間（１ヶ月）
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自動再生が実行されない場合の操作方法について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

ＨＤＭ-３３０本体のパソコンからの取り外しについて 

 

HDMー３３０本体をパソコンから取り外しは、本体内のファイルの破損を防止する為、以下手順を行って下さい。 

①パソコン上の HDM３３０フォルダを閉じて下さい。 

②パソコンのタスクトレイの取外しアイコンをクリックして下さい。 

③「J－OBDⅡ SCAN TOOL の取り出し」をクリック。 

④「ハードウェアの取り外し」が表示されてから、HDM-３３０本体をパソコンから取り外して下さい。 
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