
シーズニューは、ハンドツールと収納具、それらを組み合
わせた工具セットをスタンダードにこだわり開発を行ってお
ります。今回、新たに業界標準機（スタンダード）となりうる

故障診断機を開発し販売する事となりました。 

『業界最先端の機能と業界一の使いやすさ、そして現状で考えられる出来る限りの 
サポートをすべて装備する』すなわち『診断時間の短縮と最適サービスのサポート』 
このコンセプトで開発されており、また次のステップへと開発を進め、緩めることなく 
進化と拡張を継続してまいります。 
このＳ－ＤＭＴ－Ｍ１が常に皆様の整備シーンでお役に立てることを確信いたします。 



新しい機能 

進化を遂げたダイアグノスティックメンテナンスツールセット“Ｓ－ＤＭＴ-Ｍ1”誕生！ 

これからの自動車整備をトータルサポート！ 

歩みを始めたシーズニュー・トータルサポート診断システム『Ｓ－ＤＭＴ－Ｍ１』 テーマは”進化と拡張” 

ツールプラネット社の最新診断機能とワーズインク社の最先端サポートをフルスペック搭載し、さらに新たなサー
ビスネットワークを創造します。 

プリウス50系をはじめとする最新ハイブリッド車の
さまざまなサポート機能搭載 

言語表示を英語に切り替え可能 

エンジンオイル交換後のオイル集積値リセット機能
搭載（マツダ車） 

スターター（セルモーター）交換目安の確認、また
は交換後の始動回数クリア機能搭載 

アイドリングストップ車用、ISSバッテリー交換時の
データリセット機能搭載 

オイル交換時などに点灯するメンテナンスマーク消
去機能搭載（サービスインターバルリセット） 

Bluetoothでスマートフォン・タブレットに診断結果
を送信！ 

お客様への診断結果のご報告とメンテナンスのご提案をサポート！ 



Ｓ－ＤＭＴ－１ 

Ｓ－ＤＭＴ－Ｍ1Ｃ 

Ｔｏｔａｌ 

ダイアグノスティックメンテナンスツールセット 

＋ 

Ｒｅｐａｉｒ 
Ｓｏｌｕｔｉｏｎ 

①修理ホットライン 

②オイルフルードホットライン 

③バッテリーホットライン 

④保安基準サポートホットライン 

⑤Ｗｅｂでのコンテンツ 

 （事例紹介・コード検索等） 

⑥整備情報誌配布 

 

お問い合わせ満足度 ９５％ 

 

Ｓ－ＤＭＴ－１ Ｓ－ＤＭＴ－１ 

２０１６．０４ スタート！ 



Ｓ－ＤＭＴ－１本体の特徴 
☆ハードスペック 

 ●本体は片手で問題なく取り扱う事が出来るジャストサイズ 

 ●画面は見やすい４．３インチワイドカラー液晶モニターにバックライトが光拡散する最新のＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ diffuser）を搭載 

 ●操作パネルは円を描くようにスクロールするサークルスクロール（Ｃｉｒｃｕｌａｒ ｓｃｒｏｌｌ）パネルを採用 

 ●本体裏面にはフィンガーディップ（溝）を設け操作中に滑り落ちないように使い勝手に配慮しました。 

☆簡単診断レポート 

 ●お手持ちのタブレットやスマートフォン等でお客様の車両の健康診断レポート（必須6項目）を作成！ 

  事務所や商談ルームでお客様にタブレット画面を提示し、車両の状況説明を対話型にて行い収益性を向上させます。 

   ※アンドロイド端末にてアプリ（愛車診断）をダウンロード 

☆購入後のサポート＆メリット 

 ●購入後１年間のソフトウェアアップデートは購入価格に含まれます。 

 ●２年目から有料アップデートにて本体補償継続 

  （S-DMT-M1のトータルリペアソリューションの契約更新は別途） 

  トータルリペアソリューションの更新は特別価格を設定しております。  

 ●整備モードへの変換がマニュアル操作より簡単に出来たり、電子制御ブレーキシステムの 

  エア抜き等がディーラーに持ち込まなくても出来るようになります。 

 ●スマートフォンによるリモート操作が可能！ 

   ※アンドロイド端末及びＩＯＳ端末にてＲｅｍｏｔｅ Ｄｉａｇアプリをダウンロード 



 ☆診断ソフト 
  国産乗用車、欧州車、国産トラックの全２１メーカーの対応 
   ●国産乗用車 

     トヨタ（レクサス含む）・日産（ＧＴ－Ｒ含む）・ホンダ・三菱・マツダ・スズキ・ダイハツ・スバル 
    欧州車 
     メルセデスベンツ・アウディ・フォルクスワーゲン・ＢＭＷ・ＢＭＷＭＩＮＩ・ 
     フィアット・アルファロメオ・ベントレー・マセラッティ 
   ●国産トラック 
     いすゞ・日野・三菱ふそう・ＵＤトラックス 

 ☆診断機能    

   ●アクティブテスト機能 
    シミュレーションテストを行うことで、故障診断の作業効率を高めます。 

    例えば、パワーバランスで任意の気筒を１気筒毎停止することにより、失火シリンダーの特定や 

    各気筒の状態を確認できます。 

   ●作業サポート 
    部品交換時の学習やディーゼル車のDPF再生、インジェクター登録、HV車のABSブレーキオイルエア抜き、 

    モード移行、EV車のウォーターポンプ駆動などに対しても充実した機能です。 

   ●カスタマイズ機能 
    車両の設定変更が可能なカスタマイズ機能を備えています。オートライト感度調整、デイライト設定、 

    リアワイパーリバース連動設定など、お客様のご要望に応じたきめ細かいサービスが行えます。 

   ●データ表示 
    ライブデータの全選択、個別選択、保存機能があります。 

   ●フリーズフレーム 
    DTC検出時の実測値を保存表示します。 

   ●印刷機能 
    Ｓ－ＤＭＴ－１専用Bluetoothミニプリンター（オプション）で自己診断結果やディスプレイに表示したデータを 

    直接印刷することができます。 

   ●ソフトウェアのアップデート機能 
    インターネットでユーザー登録を行っておくと、ソフトウェアのアップデートが簡単に行えます。 



Ｓ－ＤＭＴ－１ シーズニューダイアグノスティックメンテナンスツール 

本体仕様 

本体寸法：122(W)×182(H)×29(D)mm 

本体重量：374g 

電源電圧：7-35V 

仕様温湿度範囲：0～40℃(20-85%) 

保存温湿度範囲：-20～50℃(20-85%) 

CPU：ARM Cortex M3×2(Main 120MHz, Sub 72MHz) 

ROM(OS)：512KB 

ROM(AP)：2GB(SDカード) 

RAM：64MB 

外部デバイス：SDカードスロット 

PC用 I/F：USB2.0×2(Host/Device)、RS232Cシリアルポート 

標準 I/F： CAN(ISO-11898 、 ISO-11519 、 SAE-J2411) 、 K-line/L-line(ISO-9141 、

ISO-9141-CARB、KWP2000、 SAE-J1850)、Generic(Pull-up/Pull-down 

UART×2), DDL, MMC 

LCD：4.3 インチWQVGA(480 RGB×272Pixels)TFTカラー液晶 

OS：FreeRTOS 

操作キー：静電容量スイッチ 



８０ｍｍ幅の 
ワイドプリンターで
文字が見やすい! 

オプション品のご紹介 

         

Ｓ－ＤＭＴ－１専用
液晶保護フィルム 
Ｓ－ＤＭＴ－ＰＦ 

Ｓ－ＤＭＴ－１専用保護
カバー 

Ｓ－ＤＭＴ－１－ＢＯＯＴ 

Ｓ－ＤＭＴ－１専用
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ     
ミニプリンター 
ＢＬＭ－８０ＭＦ 

液晶面を保護する他、画面の

反射を抑え指紋の付着による

画面のギラツキも軽減します。                               

 

本体は耐衝撃性に優れています

が、さらに耐衝撃性に優れたラ

バー製カバーを用意しました。表

面はなめらかでソフト＆シルキー

タッチで感触の良いカバーで

す！ 

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈでモバイル端末の表

示お見せして提案もできますが、

プリンターで印字することにより、

お客様にそのデータをお渡しす

ることができます。自社の連絡

先等を印字可能！ 

ソフトでシルキーな
感触！ 



診断手順 

＊ Ｓ－ＤＭＴ－１本体機での操作画面 

＊ スマートフォンやタブレットでの操作画面 

＊＊＊ ＲｅｍｏｔｅＤｉａｇ（リモートダイアグ） 

＊＊＊ 愛車診断 

では、実際の診断画面操作を見ていきましょう 



スタートメニューから車両診断 
メインメニューまでの画面の流れ 

画面の流れ 次のステップ 

車両診断メインメニュー 

S-DMT-1に
よる診断操作
画面だよ！ 

自動選択はトヨタ・ホンダ・スズキ・
スバル各社は車両側の情報から
自動表示されるのでとても便利 



アクティブテスト1 カスタマイズ1 
カスタマイズ2 アクティブテスト2 

スクロール 
スクロール 

Ｓ－ＤＭＴ－１操作画面（車両診断） 

車両設定が完了！ 
診断操作へ・・・ 



愛車診断 

RemoteＤｉａｇ 

Ａｎｄｒｏｉｄにダウンロード編 
Ｐｌａｙストアから愛車診断で検索 

インストールする 

アプリ：愛車診断（Ａｎｄｒｏｉｄ：ＯＳバージョン４．４以上） 

Ａｎｄｒｏｉｄにダウンロード編 
Ｐｌａｙストアからリモートダイアグで検索 

インストールする 

アプリ：愛車診断（Ａｎｄｒｏｉｄ：ＯＳバージョン４．４以上） 

アンドロイド編マニュアルはこちら 

ｉＯＳ端末のリモートダイアグは現在開発中！ 

https://www.yamato-a.net/top/pdf/APP_MANUAL.pdf


Ｒｅｍｏｔｅ Ｄｉａｇ
アプリで 

Ｓ－ＤＭＴ－１の
診断機をリモート
操作しよう！まず
設定から・・・ 

スマートフォンの 

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ環境
をチェックしアプリ
を立ち上げよう！ 

アプリ
はこれ
だよ! 

ちなみにこれ
は愛車診断
だよ！ 

愛車診断を行う時の車両はキーＯＮの 
状態で行います。 

診断機操作や愛車診断を行う場合のバッ
テリー状態を良好に保つにはシーテック
のバッテリーチャージャーがお勧めです。

詳細はヤマトのウェブで・・・ 

車両診断メニューから作業毎にメニュー
が分かれています。この中でリモートダイ
アグならではの機能がインスペクション
モードです。診断を選択すると診断結果
を項目をタッチする事で確認することが

出来ますが・・・ 

インスペクションモードでは、診断結果
の項目を羅列し内容を表示しますので、
各診断レポートを一覧で確認することが
出来ます。インスペクションモードの結
果画面を診断画面の次に紹介します 



リモート中 車両選択
中 

車両選択
中 

車両診断
開始 

Ｒｅｍｏｔｅ Ｄｉａｇアプリ画面（診断編） 



インスペクションモードでは診断項目をすべて一覧で

内容表示する事で作業効率を上げることが出来ます。 

本体で行う全自己診断（リモートダイアグで行う診断）

とは表示方法が異なります。 



さらに！アンドロイド端末で専用アプリをダウンロード 

☆車検証のＱＲコードから車両情報データを取得し、さら  
に診断結果を保持 

 

☆おまけに、オイル・タイヤ・バッテリーの点検結果を入力し、
お客様にお見せすることが可能！ 

 

☆また、オプションのプリンターにデータを送信し、プリント
アウトすることも可能！ 

 

☆お客様に８０mm幅のワイドになった見やすい用紙でお渡
しできます。 

 

☆もちろん！用紙には会社名を印字登録することができま
す！ 



Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈでタブレットやスマートフォンと連携！ 
お客様への主要6項目の診断結果の提示がスマートに！ 

メニュー画面
から診断を選
択し診断を開
始します。 

診断データは、有線で読み込んだ診断結果を、モバイル端末へ無線（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）でデータ連携！ 
だから安定したデータ情報をお客様にお見せすることが出来ます。画面の詳細は次のページで・・・ 

車両情報は本
体からの情報
もしくは検査証
のＱＲコードか
らも確認するこ
とが出来ます。 

保存された診断
データは診断作業
に関わらず検索す
ることが可能です。
車両番号もしくは日
付で検索できます。 

診断結果が表示さ
れます。環境を考慮
した燃焼系のレディ
ネステスト１１項目を
はじめ主要６項目が
表示されます。 

左の診断結果に続
きオイルやバッテリ
－などの点検項目
を入力する事で
データが履歴として
保存されます。 

アプリ：愛車診断（Ａｎｄｒｏｉｄ：ＯＳバージョン４．４以上）    



愛車診断を行う時の車両はキーＯＮの状態で行います。 

診断機操作や愛車診断を行う場合のバッテリー状態を良好に保つ
にはシーテックのバッテリーチャージャーがお勧めです。 

詳細はヤマトのウェブで・・・ 

愛車診断の診断を
スタートさせるとこの
ような画面になり車
両情報の取得を行
います。 

愛車診断では車両情
報を検査証の右下の
ＱＲコードから登録が
可能です。 

愛車診断その１ 

ＱＲコード以外の情報が画面に選択方式で表示されます。 

愛車診
断設定
終了！ 

愛車診断のアプリ
を立ち上げる前に
まず、 

スマートフォンの
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈの設
定を確認しよう！   
ペアリングのデバ
イスにS-DMT-1の

テスターが表示さ
れているかな？ 



診断結果や入力情報が不
要な場合は右上のゴミ箱
マークをタッチ 

診断結果の各項目をタッチ
すると内容がポップアップ
で表示されます！ 印刷する場合は右上のプ

リンターマークをタッチ 
診断結果に異常があれば赤丸印が表示され異常がな
ければ緑チェックマークが表示されます！ 

診断結果に続く
点検項目につい
ては、続いてご
説明を・・・ 

愛車診断 
その２ 



愛車診断の診断
結果をスクロール
すると点検項目
が続いている。各
項目をタッチする
とチェック及び入
力できるポップ
アップが出てくる
ぞ！必ず入力し
ておこう！ 

入力項目以外の気付き
はコメント欄へ・・・ 

走行距離は入力項目！ 

愛車診断その３ 



COMPLETE     ：診断済み(良好） 
NOT COMPLETE ：車両が診断状態ではない 
             診断結果不良 
NOT SUPPORT   ：車両に搭載 
             されていない機能 

診断と点検の
判定から入力 

印刷すると 
こうなるよ！ 



履歴検索の画面の流れ 

車両番号もしくは
診断日を入力。 

関与する履歴が
表示されます。 

 
タッチ 

タッチ タッチ 

入力 

✔ 

表示された履歴
の中から該当す
る方をタッチする
とチェックが入り
もう一度タッチす
ると診断結果が
表示されます。 

診断結果は常に診断後順次登録され
閲覧することが出来ます。 

又、診断作業に関わらず検索は実行で
きますので、本体との連携の必要は有
りません。データ管理は愛車診断で管
理されます。 

重要！ 

点検項目を必ず入
力しておくことで、
部品交換時期の予
測し、メンテナンス
の提案に役立てま

しょう！ 

車両番号は 
ナンバープレートの下４桁を入力 

愛車診断その５ 



オイルフルード ホットライン 

エンジン、ミッションの油種選択、適合情報、交換方法や交換後のトラブルにも
豊富な経験から適切なアドバイスが可能です。 
国産車はもちろん外車まですべての乗用車両に対応。 
回数無制限 
対応時間：平日10:00～20:00 

TELで問題完全解決までサポート！ 

修理 ホットライン TELで問題完全解決までサポート！ 

修理や故障に関する疑問に、経験豊富な専門スタッフがお答えします。故障コー
ド照会から故障傾向、簡易なトラブル診断など、専用回線でお気軽にお電話くだ
さい。 
国産車はもちろん外車まですべての乗用車両に対応。 
回数無制限 
対応時間：週7日 10:00～20:00 

トータルリペアソリューションについてはこちら 

https://www.yamato-a.net/top/pdf/was-trs.pdf


バッテリー ホットライン 

バッテリーの適合や交換方法、バックアップミスによるリカバリーの方法など、バッテ
リーに関するすべての問題について国産車はもちろん外車も含めすべての乗用車
に適切なアドバイスが可能です。 
 
回数無制限 
対応時間：週7日 10:00～20:00 

TELで問題完全解決までサポート！ 

保安基準サポートホットライン TELで問題完全解決までサポート！ 

複雑で難解な保安基準について、迷った時やご不明な時はお気軽に専用回線をご
利用ください。最新の法令に通じた専門家が、あなたに代わってお調べし、適切に
お答えいたします。 
すべての国産乗用車に対応いたします。 
回数無制限 
対応時間：平日10:00～17:00 



トータルリペアソリューションの対応は？回答はすぐ？ 

☆トータルリペアソリューションの現在会員数は１１００名 
 
 ◎修理ホットライン スタッフ４名 
   １件当たりの平均対応時間 １０分 電話対応２～３分で、  
   ※即答できない場合は折り返し連絡し２回答目にはほぼ解決する。 
  
 ◎オイルフルードホットライン スタッフ２名   
   １件当たりの平均対応時間 ２分 電話対応１～２分  
   ※適合の問い合わせが多く即答率９０％ 
  
 ◎バッテリーホットライン スタッフ２名 （バッテリー専門の問い合わせセンター）  
   １件当たりの平均対応時間 １分 電話対応１～２分  
   ※バッテリーサイズ、バックアップミスの問い合わせが中心なので即答が可能 
  
 ◎保安基準サポートホットライン スタッフ１名 （自動車公論社） 
   １件当たりの平均対応時間５分 電話対応 ２～３分  
   ※即答できない場合は折り返し連絡し２回答目にはほぼ解決する。 
   ※資料ＦＡＸで対応する事が多い 
 

☆現状電話が込み合って繋がらない等のクレームも無く、評価は良い。問い合わせ回数
に制限はございません。 



では、トータルリペアソリューションの登録はどうすればいいのでしょうか？ 

Ｓ－ＤＭＴ－Ｍ１（Ｓ－ＤＭＴ－１本体）の登録と別に必要？ 

購入後Ｓ－ＤＭＴ－Ｍ１（Ｓ－ＤＭＴ－１本体）のご登録をいただくことで、翌日（土・日・祝

を除く）自動的にトータルリペアソリューションへの登録を行います。登録完了後すぐに

トータルリペアソリューションへお問い合わせ頂く際は、トータルリペアソリューションの

それぞれのコールセンター（窓口）でユーザー名・本体シリアルＮＯ・ユーザー登録日を

お申し出頂くと、サービスを受けることが出来ます。 

尚、登録が完了しましたら、ワーズインク社から登録頂いた会員の皆様には、会員カー

ドがお手元に届きます。このカードは登録完了後のお問い合わせに必要となりますので、

紛失しないように管理ください。再発行は出来ませんので・・・ 

又、年間の更新に付きましては継続更新に限り特別価格で更新いただけますので是非

ご利用ください。継続でない場合は、通常価格となりますのでご了承ください。 

 

更新料金に関しましては、ご購入もしくはご購入検討販売先までお問い合わせください。 

 



Ｓ－ＤＭＴ－Ｍ1の要点と今後の使用環境について 

★従来のスキャンツールはＰコードに限定されていましたが、Ｓ－ＤＭＴ－１（本体）
はＣコード（シャーシ）やＢコード（ボディ）等の故障コードの読取にも対応しています。
又、今までディーラーに持ち込んでいた多くの作業が、Ｓ－ＤＭＴ－Ｍ1を導入する
ことにより、自社でディーラー同等のメンテナンスが可能になり収益性が向上します。 
 

★平成２８年より日本自動車整備振興会連合会では、自動車の新技術対応へ 

『スキャンツール基本。応用研修』に加え、高度な技術習得のために『スキャン
ツールステップアップ研修』を実施しスキャンツール活用事業所の認定を推進しま
す。又、車検にてＨＶ・ＥＶ専用の点検記録場の普及を促します。 

★日本自動車車体整備共同組合連合会では来年度に決定施行されるスキャン
ツールによる故障コード添付の記録簿必須化、また各レーダー、カメラ搭載車（衝
突回避システム）のボディーパーツ脱着時のデータ確認や光軸調整の必須性等 
今後の板金工場様への新たな展開が考えられます。 

★スキャンツール保有数の少ないガソリンスタンド様、中古車販売業様へのニー
ズに対しても対応が強いられてくるのではないでしょうか。 

★ＴＰＭＳ（タイヤ空気圧モニタリング）の法整備によるタイヤショップへの新たな展
開が今後考えられます。（平成30年2月1日以降に生産される新型車より） 

★国土交通省主導に進められているＷＧ（高度化検討会）による安全ＯＢＤを見
据えた車検の新たな標準仕様が来年度決定される予定です。 



S-DMT-１本体をお使いいただく前に・・・その1（本体に同梱されています） 

USBは2種類

プリンターな
どに使われ
る正四角形
タイプと一般
的な長方形
タイプ 



S-DMT-１本体をお使いいただく前に・・・その2（本体に同梱されています） 



比較 S-DMT-Ｍ１ TPM2000 TPM-R 

モニター 4.3インチTFTカラー液晶 4.3インチ カラー液晶 4.3インチTFT カラー液晶 

本体スピーカー スピーカー有 スピーカー有 スピーカー無 

タッチパネル 
○（光拡散高精細パネル、 
サークルスクロール採用） 

        ○(バックライト搭載）           ×（ボタン式） 

CPU ARM Cortex M3 x 2 ARM Cortex M3 x 2  ARM Cortex M3 

DTC Read/Clear ○ ○ ○ 

データモニタ ○ ○ ○ 

フリーズフレーム ○ ○ ○ 

アクティブテスト ○ ○ ○ 

レディネステスト ○ ○ ○ 

パワーバランス ○ ○ ○ 

作業サポート ○ ○ ○ 

カスタマイズ機能 ○ ○ ○ 

プリンター出力 ○（Bluetooth＆有線） ○（有線） ○（Bluetooth＆有線） 

アップデート方式 インターネット インターネット インターネット 

ワイヤレス操作対応 ○ × ○ 

対応メーカー 
2015年5月11日 

国産乗用車8メーカー 
国産大型車4メーカー（標準） 
輸入車9メーカー（標準） 

国産乗用車8メーカー 
国産大型車4メーカー（オプション） 
輸入車9メーカー（オプション） 

国産乗用車8メーカー（GTR除く） 
国産大型車4メーカー（標準） 
輸入車7メーカー（標準） 

参考価格（オープン） キャンペーン価格１６８，０００円 
参考標準価格￥120,000 

オプション￥25,000＆￥50,000 
参考標準価格￥１５０，０００円 

サポート（本体操作） 問合せ先（ＴＰ・ヤマト全社・ＴＲＳ） 問合せ先（ＴＰ・ヤマト担当） 問合せ先（ＴＰ） 

ソフトウェアサポート（更新） 
付帯（１年）              

更新（１年毎１２，０００円） 
本体付帯１年+４年追加３０，０００円                    

更新（１年毎１２，０００円） 
本体付帯（１年）                     

更新（１年毎１２，０００円） 

メンテナンスサポート（更新） 
購入時付帯（１年）                   

更新（1年毎継続のみ３０，０００円） 
無し・サポート単体５８，０００円 購入時無し・サポート単体５８，０００円 

サポート合計 
購入時付帯（１年）             

更新（1年毎継続のみ４２，０００円） 
購入時（８８，０００円）               

更新（１年毎７０，０００円） 
購入時無し・サポート単体５８，０００円      

更新（１年毎７０，０００円） 



S-DMT-1本体と車両側のＯＢＤⅡカプラーをケーブルで接続する際、トヨタのプリウスやプロボッ

クス等の一部車両において、ＯＢＤ２カプラーにカプラーを差し込んだ際、車両側の突起がカプ
ラー側の四角の穴にはまりロックする構造になっております。 
これら一部車種において、このロックの引っかかりが強く抜けにくくなる場合があります。 
  抜けにくい場合に、無理にこじると車両側のホルダーが丈夫でない場合は、ホルダーの破損
に繋がります。 
  取り外し方としては、まっすぐ左右（上下にこじらず）にゆっくり傾けながら引き抜くと外れ易く
なります。 
  外れ難くホルダーの破損が気になる場合は、ミシンドライバー（極細のマイナスドライバー）

等をロック部分の隙間に差し込みロックを浮かし引き抜いて外してください。（くれぐれも端子そ
の他の部分に接触しないようにご注意ください） 
  このような車両の対策として、カプラーの四角い穴のケーブルと反対側（差込側）の内面を

引っかかり難いように少し角を落とす程度研磨しておいて頂くと、多少外れ易くなります。（本来
の使い方ではありませんが参考までに） 

 

取扱い上の注意事項（カプラーの差し込み） 

車両側のＯＢＤⅡカプラが
引っかかる部分 

ゆっくり傾ける方向（左右） 



ご購入をご検討頂く皆様へ 

Ｓ－ＤＭＴ－Ｍ１の商品説明は以上です。 

ご購入や契約の更新のお問い合わせは、 

ご購入を検討されている販売店様にお問い合わせください。 

販売店様を通じ、皆様のサービス向上の情報提供と新たなご提案を推進してまいります。 

 

ご清聴ありがとうございました。 

Ｐｒｏｄｕｃｅｄ ｂｙ 


