
MST2000 パッキングリスト
この製品には以下の内容が含まれています。

取扱説明書の
ダウンロード
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取扱説明書の
ダウンロード

※シガライターケーブルはMST2000を接続時に車両から電源が入力されない場合に使用
します。

重要
ご使用前に必ずお読み下さい

出荷時の状態では診断ソフトが入って
おりません。 　　　　　　　　　
このまま使用されても通常の診断がで
きませんので、 この説明書を参考に
ユーザー登録とアップデートを行って
から使用してください。

ユーザー登録・アップデートを⾏なう前にお客様のパソコンのセキュリティソフトをご確認下さい。
「ウィルスセキュリティＺＥＲＯ」「ウィルスセキュリティＺＥＲＯ Ｖ１２」をお使いのお客様はバンザイ
ＨＰよりＭＳＴ2000のページを参照してください。
また下記の⽅法で出来ない場合も同様に、バンザイＨＰよりＭＳＴ2000のページを参照してください。

検索バンザイ
不明な点は
バンザイホームページへ

ご不明な点がございましたらバンザイホームページまたはご購入され

た販売代理店へご連絡ください。

バンザイホームページ URL     http://www.banzai.co.jp

MST2000
マ ル チ サ ポ ー ト ツ ー ル

MST2000 本体

シガライターケーブル

SD カードリーダ

キャリングケース

OBD2 ケーブル

※出荷時は本体内にあります。

SD カード

LED スポットライト

クイックスタートガイド ( 本書)

MST2000 本体か

ら SD カードを取り

出します。 　

ステップ1登録

SD カードを付属のカー

ドリーダーに挿入し、 パ

ソコンに接続します。

ステップ2登録

ステップ3登録

デスクトップ上の 「マイコンピュータをダブルクリックし

ます。

※Windows 7 の場合は 「コンピューター」 になります。

ステップ1アップデート
MST2000 本体か

ら SD カードを取り

出します。

SD カードを付属のカー

ドリーダーに挿入し、 パ

ソコンに接続します。

ステップ2アップデート

この取扱説明書は PDF ファイルになっ
ています。 ご覧になるには Adobe
(R)READER(R) が必要です。 また、 バー
ジョンの違いで表示できない場合があり
ますので、 最新バージョンをダウンロー
ド、 インストールしてご覧になることをお
すすめします。

注意

SD カードSD カード
SD カードの取扱中にカード

のロック機能が “LOCK” に

なっている場合は必ず解除し

てください。 “LOCK” のま

ま使用するとアップデートや

診断中の保存ができなくな

ります。

※１ ：※１ ：
ユーザー登録画面ではお客様の情報 （代理店名

等） を入力してください。 この時、 メールアドレ

スは必ず半角英数文字で入力してください。 間

違ったメールアドレスを入力されると、 「送信でき

ません。」 のメッセージが表示されます。

※２ ：※２ ：
「scantool.jp 登録受付メール」 が受信 BOX に

届かない場合は、 「迷惑メール」 のフォルダをご

確認ください。

また、 “登録のステップ ７” で複数回 [ 送信 ] ボ

タンをクリックした場合は、 その回数分メールが

届きます。 この場合、 最新のメールを確認してリ

ンクをクリックしてください。

メールを確認して、 「アップデート期間」 が表示

されれば、 認証完了になります。

※３ ：※３ ：
認証が完了すると、 ソフトをダウンロードできるよ

うになりますので、[ アップデートチェック ] をクリッ

クします。 「書込みできません」 のメッセージが表

示された場合は、 SD カードのロック機能を確認

してください。 このあと、 「アップデート完了」 の

メッセージが表示されるまで、 SD カードを抜き差

ししないでください。
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この状態が LOCK
解除状態です。

引き続きアップデートを行います。

ユーザー登録終了後、アップデー
トの「ステップ6」へお進み下さい。

ステップ3アップデート

デスクトップ上の 「マイコンピュータをダブルクリックし

ます。

※Windows 7 の場合は 「コンピューター」 になります。

ステップ8登録

デ

ま

※

送信が完了しましたら、 登録したメールアドレスのメー

ルをチェックして下さい。

「admin@scantool.jp」 より 「scantool.jp 登録受付メー

ル」 が届きます。 メールを開いて、 内容にあるリンクを

クリックしてください。

メールが届かない場合は 「迷惑メール」 の欄に移動さ

れていないか確認してください。

クリックするとお使いのブラウザーで 「認証完了」 ペー

ジが表示されます。

メールが届かない場合はメールアドレスが間違っていな

いか確認してください

ステップ7アップデート
「アップデート完了」 の

メッセージが表示され

ましたら、 アップデート

が完了したことになり

ます。 プログラムを終

了して、 SD カードの接

続を解除して診断を

行ってください。

ステップ5アップデート
MST2000.exe( アプリケーション ) をダブルクリックして

ください。

ステップ4アップデート
リムーバブルディスクをダブルクリックしてください。

ファイルが多数表示されます。

「ユーザー登録」 画面が

表示されますので、 各

入力欄にお客様の情報

を入力し、 [ 送信 ] ボタ

ンをクリックします。 　

ステップ7登録

ステップ6アップデート
「MST2000ｱｯﾌﾟﾃﾞｰ

ﾄ」 の [ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄﾁｪ

ｯｸ] ホタンをクリッ

クします。

MST2000ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ

が起動しますので、

[ 登録内容変更 ]ﾎﾞ

ﾀﾝをおクリックしま

す。

ステップ6登録

ステップ3取説
ダウンロードが完了すると、 保存先を聞いてきますの

で、任意の場所に保存してください。 うまくダウンロー

ドが出来ない場合はバンザイホームページからダウン

ロード願います。

ステップ2取説
取扱説明書のダウ

ンロードが開始され

ます。

ステップ1取説
「MST２０００ｱｯﾌﾟﾃﾞｰ

ﾄ」 が起動した状態

で [ 取扱説明書 ]ﾎﾞ

ﾀﾝをクリックします。

ステップ4取説
保存した場所に先ほどダウンロードしたファイルがあ

りますので、 ダブルクリック ( 又は右クリック - 開く )

で表示させます。

ステップ5登録
MST2000.exe( アプリケーション ) をダブルクリックして

ください。

ステップ4
リムーバブルディスクをダブルクリックしてください。

ファイルが多数表示されます。

登録

MST2000 のメニューで「診断」が選べない場合は、
ユーザー登録とアップデートを行ってから診断を
行って下さい。



各部名称

画面説明

MST2000メニューが表示されます。

[ 診断 ]を選択して [Enter] キーをタッチします。4

「トヨタ メインメニューが表示されます。 [ 診断 ]

を選択して [Enter] キーをタッチします。6

MST2000 が車両の各システムの故障コードを読

取ります。
8

故障コードが入力されている場合は 「診断結果」

の画面で、 どのシステムに故障コードがあるか表

示します。

9

ここから、 診断結果を表示 ・ 印刷 ・ 保存 ・ 消

去の項目から選んで実行します。10
メーカー選択画面が表示されますので診断する
メーカーを選択してください。
（ここではトヨタ診断ソフトを選択したとして進めます）

5

車両がイグニッション OFF である事を確認しま

す。
1

イグニッション OFF

車両のイグニッションを “ON” にします。3

イグニッション ON

MST2000 を車両に接続します。2

診断結果を保存したい場

合はカーソルを [ データ保

存 ] に合わせて [Enter]

キーをタッチします。 表示

が変わり、「データを保存

しました」 のメッセージが

表示されると、画面中央

( 例：Toyota_DTC-001)

という名前で SD カード

に保存します。

診断結果の保存　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

診断結果の表示

故障コードは一覧で表示

されます。 詳細を表示さ

せるには、 コード番号に

カーソルを合わせて

[Enter] キーをタッチしま

す。

診断結果の印刷

診断結果を印刷する場

合は [ 印刷 ] にカーソル

を合わせて [Enter] キー

をタッチします。

※[Enter] キーをタッチす

る前に 「MST-PR」を接

続し、電源を入れておい

てください。

自己診断の消去を行う

場合は [ 全自己診断の

消去 ] にカーソルを合わ

せて [Enter] キーをタッチ

します。 MST2000 が各

ユニットの故障コードを消

去していきます。 消去が

完了すると、 一度全自

己診断を行い、 故障コー

ドが消去されたことがわ

かります。

※故障コードの消去を実

行しても故障が発生して

いる場合は故障コードが

表示されます。 再度適

切な修理後に消去を行っ

て下さい。

診断結果の消去

「システム選択」画面が表示されますので、 診断

するシステムにカーソルを合わせて [Enter] キーを

タッチします。 ( 例 ： 全自己診断 )

7

全自己診断結果画面

故障コード表示画面

MST2000 の準備
1. MST2000 のの SDカードスロットにはSDカードが装着されているか確認します。
2. MST2000 の本体とケーブルに破損や損傷などがないか確認します。
3. 診断ケーブルに商品付属の LEDライトを取り付けて下さい。

MST2000
クイックスタートガイド
MST2000
クイックスタートガイド

ここでは、一連の故障コードの読取り方法と、印刷・
保存・故障コードの消去について説明いたします。診断方法

DB25 ポート
OBD２ケーブルを接続します。

液晶モニター
各種情報を表示します。

SD カードスロット
SD カードを挿入します。

スピーカー
音声ガイダンスが流れます。

タイトル
現在のシステムや
メッセージが表示さ
れます。

ページカーソル
表示が長い場合に表
示されます。 上下移動
でスクロールします。

ページ数
複数のページになる場
合ここにページ数が表
示されます。 上下キーで
表示内容が変更できま
す。 

データ保存・印刷
SD カード内に保存する
際は場合は 「データ保
存」、 MST-PR （プリン
ター） にて印刷する際は
「印刷」 を選びます。

故障コード内容
故障コードに対しての
内容を表示します。

故障コード
故障コードが P,B,C,U
の頭文字と 4 桁の数
字で表示されます。

故障コード数
故障コードの数が表示
されます。

選択カーソル
項目に対して文字が反
転します。 選択する場
合に表示されます。

DC-IN
シガライターケーブル

を接続します。

キーパッド
画面移動やカーソルの移動、
決定 / 中止等に使用します。

RS232-C ポート
MST-PR( オプションプリンター）
を接続し、印刷します。

画面右側に     がある場合は右ボタンをタッチしてください。 音声ガイダンスが流れます。




