
MULTI SUPPORT TOOL

小型車・大型車の診断にこの1台！
次世代型スキャンツール

マルチサポートツール

国産乗用車（８メーカー）

欧州車（9メーカー）

国産トラック（4メーカー）

世界初
音声ガイダンス機能

21メーカー標準対応

5年間アップデート
本体保証3年間付

業界初

MST2000
型 　 　 式 MST2000
本 体 寸 法 115（Ｗ）×180（Ｈ）×32（Ｄ）mm
本 体 重 量 約365g（SDカード除く）
外部デバイス SDカードスロット、USBポート
プリンタ接続I/F RS-232C シリアルポート

標 準  I / F
CAN、 KWP2000（9600、10400bps)
J1850VPW、K-LINE(9600、15625bps)

MMC 他

セット内容

オプション

本体仕様

MST2000本体

ＳＤカード

ハードケース

ＳＤカードリーダー

OBDⅡＢケーブル

クイックスタートガイド

ＬＥＤライト 愛車の健康診断を始めよう

ＴＰＭ-VT15 MST-PR

TPM1000PR-58-30MST-FILM MST-WIFI

MST-PS-2

ＭＳＴ２０００Ｓ
マルチサポートツールプレミアムセット

G26000JP

ＴＰＭ-ＮＳＮ-１４Ｐ

ＭＳＴ-ＩＳＵＺＵ

MST2000の液晶やタッチパネル用
に専用に作られた保護フィルムです。
汚れや指紋の付着を
抑える事が出来ます。

WifiアダプターとWifiソフトがセットに
なったオプションです。
ノートPCやiPad、スマートフォンなど
の端末にて
MST2000を
遠隔操作出来ます。本体購入時にセットで

ご購入する事を
オススメします。

愛車の健康診断やHV点検モードを行った結
果を伝えるプリンターです。

プリンターのロール紙
10本セットです。
ロール紙1本の長さは
30m巻きとなります。

（本体保障2年間延長）

故障診断結果やデータモニタ等を印刷可能！
愛車の健康診断を行う際に結果シートに貼り付ける事で
提案力がアップします！

※TPM1000BZ/TPM1000BZ-TRと共通のプリンターとなります。
　TPM1000BZ/TPM1000BZ-TRにて既にプリンターをお持ちの場合はMST2000にご使用できます。

車載のまま充電出来るバッテリーチャージャーです。
診断中のバッテリー上がりを防ぐ事が可能です。
12V/24Vに対し、フルオートで充電します。
バッテリー交換時のバックアップ電源にも使用出来ます。MST2000本体とプリンターが

セットになったお得なセットです。

本体保障3年間→5年間！！

日産車の旧規格（14ＰＩＮ）コネクターです。
14ＰＩＮ採用車の診断等を行う際に必要
です。

いすゞ 車の旧規格（20、10、3ＰＩＮ）コネ
クターです。20、10、3ＰＩＮ採用車の
診断等を行う際に必要です。

本体保障を標準の3年間から5年間に延長するオプションとなり
ます。
本体保障を5年間に延長して頂くと、6年目以降のアップデート延
長※の際に本体保障も延長されます。
※5年間の無償アップデート期間が終了した月に契約して頂いた場合に限ります。

シガー電源ケーブル

タイヤ空気圧センサー（ＴＰＭＳ：タイヤ・
プレッシャー・モニタリングシステム）が
装着されているタイヤ交換ではタイヤ
のローテーションやスタッドレスタイヤ
交換後にセンサ登録が必要です。
現在ではエルグランド（Ｅ52）、フーガ

（Ｙ51）、ＧＴ-Ｒ（Ｒ35）、スカイライン
（V37/HV37）のみの搭載ですが、
今後、日産自動車新型車に搭載されて
くる事が予想されるシステムです。

1511-30BP72-XA10346

※本体内容は予期無く変更させて頂く場合がございます。
※プライバシーポリシー（個人情報保護方針）に同意頂き、ユーザー登録の必要
　があります。
※ユーザー登録・アップデートにはWindowsXP以上のインターネットに接続された
　パソコンが必要です。



マルチサポートツールは
故障診断有料化を手助けします！

業界初「愛車の健康診断機能」「HV点検モード機能」を搭載！
信頼をつかみ、収益を上げる新ビジネスのチャンスがここに！

業界初 お客様の目の前で故障コードをチェックするモードを搭載。
またバンザイにて店舗内チラシや結果レポートサンプルを作成して
おりますので、SDカード内より印刷する事で故障診断の提案がすぐ
に行なえます。

業界初 ハイブリッド車オーナーに提案するモードを搭載!
ハイブリッド車特有の点検を行い、電池の状態も確認可能！
店舗内チラシや結果サポートサンプルもご用意！
HV点検モードを活用する事でカーオーナーにハイブリッドも
任せられる整備工場をアピール出来ます。
※HV点検モードはレクサス/トヨタのHV車に対応しています。

お客様に故障診断の必要性を伝える店舗内チラシ
（2種類）を活用し、お客様へご提案。

A3サイズ 店舗内チラシ A4サイズ
店舗内チラシ

A4サイズ
故障診断結果レポート

A4サイズ
HV点検結果レポート

愛車の健康診断を選択します。
お客様へ結果を音声で伝えます。
お客様の前で診断する事で整備工場への「信頼」がアップします！

お客様へ
故障診断を提案する

お客様の前で
故障診断を行う

お客様に
分かりやすく結果を説明

1
提 案

2
見せる

3
伝える

お客様に故障診断の結果を伝える
結果レポートをご活用下さい。
オプションプリンターの結果シートを
貼り付ける事が出来ます。

２１メーカー標準対応に加え
多彩な機能で整備をサポート！

エンジン・ＡＢＳ・エアバック・その他
システムに対応しています。
Ｐ・Ｂ・Ｃ・Ｕコードに対応しています！

センサーからECUに送られている信号を表示します。
エンジンやＨＶ、ＡＢＳ、ボディ系に対応しています。
またデータ項目を個別に選択して絞り込む事が可能です。
※欧州車に関してはグローバルＯＢＤⅡ（エンジン）のみ対応です。

シートベルトの警告音やルームラン
プの設定時間等を変更出来ます。

センサー交換後の初期化や学習、
または車検時や日常整備にて使用
する機能です。
例：整備モード、急速ＴＡＳ学習　
　 ブレーキフルード交換時エア抜き等

お客様の前で故障コードのチェックを行なうモードです。
「愛車の健康診断」を選択した場合にはカーオーナー様向けの音声ガイダンス
に内容が変わります。

故障コードが入った瞬間のデータ
モニタを表示します。
※欧州車に関してはグローバル
　ＯＢＤⅡ（エンジン）のみ対応です。

各コンピュータに診断機から信号を
送り、特定の部品を作動・停止させ
ます。
例：パワーバランス　ＤＰＦ強制燃焼等

※各機能はカーメーカーや車種により対応していない場合があります。また画面イメージです。

故障コードの読取・消去

データモニタ機能

カスタマイズ機能

作業サポート機能

業界初　愛車の健康診断機能

フリーズフレームデータ機能

アクティブテスト機能



「使いやすい」「分かりやすい」
ハードを目指しました！

MST2000
マルチサポートツールの特徴
乗用車・欧州車・トラック合わせて２１メーカーに標準対応！ 従来の2.7インチ白黒液晶から

4.3インチカラー液晶の大画面へ

ケーブル先端に
LEDライトを標準装備

感度良好のタッチパネル方式を採用

タッチ式スクロールバーで快適操作

本体側面にゴムラバーを採用

インターネット経由で簡単アップデート

音声ガイダンス用
スピーカー付き

世 界 初 の 音 声 ガ イ ダ ン ス 機 能 を 搭 載
しゃべるスキャンツー ル が 整 備 を サ ポ ート！

今後、飛躍的に入庫台数が増えるＨＶ・ＥＶに対応

整備時にわかりづらい部分を音声ガイド！

お客様の目の前で診断する際に音声ガイド!

無償アップデート期間５年 本体保障３年が標準でついています！
安 心して 長くお 使 い 頂 けます！

※「世界初」「業界初」は株式会社バンザイ調べにおいてです。（2012年10月1日現在）

※TPM1000BZシリーズ

※ユーザー登録・アップデートにはWindows XP以上のインターネットに接続されたパソコンが必要です。

「どのような機能なのか」 「専門用語が分からない」
そのような部分で診断機が音声ガイドします。

メカニックの使い易さが向上!
故障診断の有料化をお手伝い
します。

コネクターを
探す際に便利！

ボタン部分はタッチパネル方式で
快適操作。
文字部分にはLEDライトが埋め込
まれており、暗い場所での操作性
が向上。

データモニタ等で見たい項目が下の
方にある！
そんな時にスマートフォン感覚で操作
出来ます。

パソコンが苦手な初心者の方でも簡単にアップデート出来るようにクイックスタートガイド（ユーザー登録・
アップデート方法説明書）をご用意！
アップデートを行なう事で常に最新の状態で診断する事が可能です。
本体よりSDカードを抜き取り、付属のSDカードリーダーに挿入してUSB経由でパソコンにつなぎます。

持ち易さと車体へ当たった時のキズ防止。

業界初「愛車の健康診断」機能の際に
診断機がお客様へ音声ガイダンスを行います。

トヨタ

ニッサン

ホンダ

三菱

メルセデスベンツ

フォルクスワーゲン

ＢＭＷ

アウディ　

ベントレー

いすゞ

日野

三菱ふそう

ＵＤトラックス

マツダ

ダイハツ

スズキ

スバル

アルファロメオ

フィアット

ＢＭＷ・ミニ

マセラッティ

国産乗用車（８メーカー）

5年間
無償アップデート

3年間
本 体 保 障

欧州車（9メーカー） 国産トラック（4メーカー）

世界初

世界初

※6年目以降のアップデート料金は￥12,000/年（税別）です。


