
故障診断ソフトのダウンロード制限 ( お買い上げ時に 4 ブランドまで ) を解除し、厳選 31 ブランドを一括ダウンロードしていた
だけます。
キャンペーン

故障診断機 旧年式車コネクタ変換アダプタ

X-431 Diagun Adaptor Box
・故障コードの読み取り・消去
だけでなく、データモニタを
はじめアクティブテストや作
業サポート等にも対応したハ
イエンドモデル

・Bluetooth 搭載により、本体
とスマートボックス間のワイ
ヤレス通信を実現。クルマか
ら離れた場所でも作業するこ
とができます。

・1980 年代からの旧年式車に
対応する変換アダプタが新登
場

・X-431 Diagun は も ち ろ ん、
故障コードリーダー ISO D に
も使用できます

・国産車および輸入車の合計
15 メーカーに対応します
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13 項目の診断アプリ全てのダウンロードが可能になります。好評につき期間延長しました

ISOD システム診断アプリ一覧
1 エンジン
2 トランスミッション
3 ブレーキ※

4 サスペンション

5 エアバッグ
6 タイヤプレッシャ
7 エアコン
8 ハイブリッド
9 バッテリー（HV）

10 サービスランプリセット機能
11 ブレーキライニング交換
12 ステアリング校正
13 日産 TAS 学習
　　　※トヨタ ECB システムのブレーキ制御禁止

ISO D
●国内外 30 ブランド＋ E-OBD に対応するコードリーダーです。
●ご購入時に３つのシステム診断アプリを任意選択できます。
●エンジンやブレーキ整備の作業サポートにも一部対応。

希望小売価格58,800円
（税込）

●ご利用中のX-431Diagunに厳選31ブランド（下表）の診断ソフトを、
キャンペーン価格にて一括ダウンロード※していただけます。

●整備技術・製品取扱い等のご相談に無料でお応えします。

※過去にお客様が任意で追加した診断ソフトのうち、下の一覧表に属して
いるブランドは、本キャンペーンをお求めにより最新バージョンへアップ
デートされると同時に更新期限が一旦リセットされ、全ブランドの診断
ソフト（30ブランド＋OBDⅡ／E-OBD）がお求め日から１年間、無償で何
回でも最新バージョンへアップデートできるようになります。

希望小売価格
63,000円（税込）

1 フォード（米国）
2 アウディ
3 メルセデスベンツ
4 BMW
5 クライスラー
6 シトロエン
7 ダイハツ
8 フォード（欧州）

9 フィアット
10 GM
11 ホンダ
12 ジャガー
13 ランチア
14 ランドローバー
15 マツダ
16 ミツビシ

17 ニッサン
18 OBD II ／ E-OBD
19 オペル
20 プジョー
21 ポルシェ
22 ルノー
23 アルファロメオ
24 サーブ

25 スマート
26 スバル
27 スズキ
28 トヨタ

29 トランスポーター &
Vクラス（スプリンター）※

30 フォルクスワーゲン
31 ボルボ

※メルセデスベンツの商用車シリーズ

Adaptor Box
● 1988 年からの旧年式車に対応します。

希望小売価格
33,600円（税込）

収録コネクタ一覧
1 トヨタ（17pin）
2 トヨタ（22pin）
3 ミツビシ（12+16pin）

4 ニッサン（14+16pin）
5 ホンダ（3pin）
6 マツダ（17pin）
7 メルセデスベンツ（38pin）

8 BMW（20pin）
9 GM（12pin）

10 フォード（6+1pin）
11 クライスラー（6pin）

12 ユニバーサル（3pin）
13 フィアット（3pin）
14 アウディ（4pin）
15 スバル（9pin）

X-431 Diagun ISOD

Mini Printer
●診断中のリアルタイムデータ（故障コード、データストリーム等）をダ

イレクトにプリントします。
●場所を選ばず使用できる充電式バッテリーを内蔵。

希望小売価格
24,990円（税込）X-431 Diagun ISOD



オートデータ・オンライン　￥136,710

電子制御されたデバイスの故障診断に便利なスキャン
ツールだが、診断コネクターがOBDⅡの共通タイプ
でない車種の入庫時には、古いタイプの診断機を
使うなど、作業に手間取ってしまうことにな
る。このイライラを解消するのがランチ
テックジャパンからリリースされた
変換アダプターキットだ。

ランチテックジャパン
スキャンツールNews

希望
小売価格

キャン
ペーン
価格

￥304,500

X-431 Diagun Fullと同時に既存ユーザー向けの優待キャンペーンも実施される。こ
れは、故障診断ソフト厳選31ブランド（別掲のリストご参照）の一括ダウンロードが可
能になるもので、１ソフトあたり約2,000円と破格のお値段だ。キャンペーン期間は
2013年3月末なのでお見逃しなく！

これまでのX-431Diagun
ユーザーもアップデート優待あり

キャン
ペーン
価格 ￥63,000

最新のX-431 DiagunやISO Dを旧タ
イプのメーカー独自規格コネクターと
接続できるようにするのが、Dシリー
ズアダプターボックスだ。故障コード

の読み取りや消去はもちろん、X-431 
Diagunであればデータモニターなど
の高度な診断にも対応できる。リーズ
ナブルな価格設定も魅力的だ。

新発売

国産車や輸入車の旧診断コネクター用のア
ダプター形状。これらを採用する車種はコ
ネクターがエンジンルームに配置されてい
る場合もあるので、診断時にオートデータ
などのサービス資料で確認したい。

トヨタ（22ピン）

マツダ

日産

メルセデスベンツ

ホンダ

BMW

    Dシリーズアダプターボックスの主な　アダプター形状

旧車×ワイヤレス診断という斬新な感覚を味わう！Impression

ワイヤレスは旧車でも現行車でも便利

W124型メルセデスベンツ（AMG　E60）は、エンジンルーム右側にECUがあり、キャップを外してアダプタ
ーを接続。赤い部分がX-431 Diagunのスマートボックス（Bluetooth内蔵）。X-431 Diagunはカラー液晶
で見やすく、ワイヤレスなので、コードの取り回しに気を使うこともないので快適。

ランプ点灯

ワイヤレスユニット

アダプター

コードリーダー 機能以外にプリウスのブレーキエア抜きなど作
業サポートもあり

ISO D

※上記内容は月刊オートメカニック2012年7月号に掲載された記事を、同
誌編集部の許可のもと再編集しました。

+αの活用術
ミニプリンターで診断結果や

モニター値を確実に残す

故障コードが発見された時やデータモニター を実施し
た際など、記録を素早く確実に残す時に便利なミニプリ
ンター。コードでの接続だが、電池内蔵のため車内へ持
ち運んで使うのも簡単だ。

ミニプリンター
￥24,990

+αの活用術

X-431Diagun+アダプター

希望
小売価格 ￥33,600

オートデータ・オンラインで
車種別の詳細データを取得
ムダがなくクルマを傷めない整備は、メーカー や
車種ごとの整備データを収集するところから始ま
る。オートデータ・オンラインは、多くの車種の主
要な整備項目や数値をパソコンで効率よく閲覧で
きる便利なソフト。 イラストも多用されているの
で、ジャッキアップや給油脂、ベルトの取り回しも
理解しやすい。
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・31ブランドを自由にダウンロード
・15種の旧年式車対応アダプターボックス付き

￥262,500

X-431 Diagun Full

　 故障診断になくてはならないのがス
キャンツールだが、特定のメーカーだけ
に特化したディ ーラー ならともかく、
様 々 な年式や車種が入庫してくる整備
工場では、複数のスキャンツールを配
備することも珍しくないだろう。 特に、
米国では1996年から、国内でも大半が
2000年前後からOBDⅡ規格に準拠した
診断コネクターに切り替わっているが、
それ以前の未対応車では旧世代のメー
カー 独自規格のコネクター を搭載して
いる。それらの車種を診断するには、古
いタイプのスキャンツールを使ったり、
短絡端子を接続してチェ ックランプの
点滅数を数えるなどの対応が必要にな
ってくる。これは、なかなか煩わしいこ
とである。

　そこで、ランチテックジャパンから発
売されたのが、現行のX-431 Diagun
（ダイアガン）やISO D用の「Ｄシリー
ズアダプターボックス」である。これま
ではOBDⅡの16ピンコネクターだけに
対応していたのだが、このアダプター
ボックスによってメーカー独自コネクタ
ー装着車の診断も可能になった。アダ
プターは国産車、輸入車、ユニバーサル
形を含めた全15種類を取り揃え、普段
扱わない車種の入庫でも対応できる可
能性が非常に高くなり、工場の診断力
に厚みがでてくると言えるだろう。先代
のX-431ユーザーなら、抵抗なく移行で
きるのではないかと思われる。
　この他、X-431 Diagunには「Full」と銘
打 った上位グレードが追加された。こ
れは、診断アプリ31ブランドを自由にダ
ウンロードでき、Dシリー ズアダプター
ボックスも標準で付属するという、これ
までにないお得なパッケージである。

1台でコネクター 形状に惑わされ
ないワイドな診断が可能

旧車へのサポートを広げる
キットをリリース

パーソナルユースでも求めやすいコードリーダーでありながら、作業サポート機能を搭載しているISO D。
これは、プリウスのブレーキエア抜き作業のメニューだが、この他にも車種によってはサービスリマインダ
ーのリセット機能などがある。またISO Dのスクリーンショット機能を使ってTFカードへ保存することによ
り、パソコンへ転送して閲覧したり顧客管理用ファイルとして活用することもできる。

こちらは、現行の日産エクストレイルのテールランプ点灯テ
ストをX-431 Daigunから行ったところ。ネットワーク化が
進んだ車両でワイヤレスの強みがよりハッキリ現れる。




