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カーメンテ商品の販売を現場で強力にサポート
カーメンテ商品の販売を現場で強力にサポート
デンソー
デンソー
スキャンツール
スキャンツール

※
※
便利な新機能
便利な新機能
が続々
が続々
アップデート!!
アップデート!!
定期メンテナンス機能リリース
定期メンテナンス機能リリース
（2016.11）
（2016.11）
メンテナンス作業項目追加
メンテナンス作業項目追加
（2017.9）
（2017.9）
日産車大幅追加
日産車大幅追加
（2018.2）
（2018.2）
ハイブリッド車検モードリリース
ハイブリッド車検モードリリース
（2018.6）
（2018.6）
サポカー点検モードリリース
サポカー点検モードリリース
（2018.6）
（2018.6）
※ソフトは最新バージョンに
※ソフトは最新バージョンに
更新してご使用ください。
更新してご使用ください。

ハイブリッド車やアイドリングストップ車の普及が急速に進み、
ハイブリッド車やアイドリングストップ車の普及が急速に進み、
部品やオイル等の交換にスキャンツールが必要な車両が増えています。
部品やオイル等の交換にスキャンツールが必要な車両が増えています。
今までのスキャンツール
今までのスキャンツール

これからのスキャンツール
これからのスキャンツール
オイル交換
オイル交換

故 障故 障
診 断診 断

ディーラーや整備工場を中心に高度な
ディーラーや整備工場を中心に高度な
故障診断や修理のために使われてきました。
故障診断や修理のために使われてきました。

バッテリー交換
バッテリー交換

タイヤ交換
タイヤ交換

オイル&フルード、
オイル&フルード、
バッテリー、
バッテリー、
タイヤの交換など
タイヤの交換など
日常業務でクレームをおこさず確実に作業を完了
日常業務でクレームをおこさず確実に作業を完了
させるために使用機会が増加します。
させるために使用機会が増加します。

車の
車の
「変化」
「変化」
に対応するための解決策をご提案します。
に対応するための解決策をご提案します。
《詳しくは中面》
《詳しくは中面》

故障の原因を推定するためにECUが
故障の原因を推定するためにECUが
記憶した不具合情報を表示。
記憶した不具合情報を表示。
修復後は
修復後は
コード消去。
コード消去。

車両の不具合箇所をさらに詳しく特
車両の不具合箇所をさらに詳しく特
定するために各種センサーの入力値
定するために各種センサーの入力値
やECU制御情報等を表示。
やECU制御情報等を表示。

ECUに指令を出し、
ECUに指令を出し、
部品・オイル等の交
部品・オイル等の交
換作業時に必要なモーターの強制作
換作業時に必要なモーターの強制作
動や学習値の初期化等を実施。
動や学習値の初期化等を実施。

作業サポートは整備現場をクレームから守る最も重要な機能です。
作業サポートは整備現場をクレームから守る最も重要な機能です。
なぜなら、
なぜなら、
スキャンツールの
スキャンツールの
「作業サポート」
「作業サポート」
機能を使用しないと作業完了できない交換作業が増えているからです。
機能を使用しないと作業完了できない交換作業が増えているからです。
【カーメンテ商品の交換作業時に使用する作業サポート機能例】
【カーメンテ商品の交換作業時に使用する作業サポート機能例】

【DST-iならではの便利機能】
【DST-iならではの便利機能】
オイル交換や部品交換時に実施しなければなら
オイル交換や部品交換時に実施しなければなら
ない作業サポート機能は車両ごとに異なるた
ない作業サポート機能は車両ごとに異なるた
め、整備マニュアル等で確認が必要でした。
め、整備マニュアル等で確認が必要でした。
今回のリニューアルで、
今回のリニューアルで、
必要な機能はDST-iで
必要な機能はDST-iで
わかるようになりました。
わかるようになりました。

交換作業に
交換作業に
必要な機能
必要な機能
だけを集約
だけを集約
して表示
して表示

スキャンツール接続
スキャンツール接続
▶ 電源ON
▶ 電源ON
▶ 定期メンテナンス選択
▶ 定期メンテナンス選択
▶ 車両選択
▶ 車両選択
▶ 作業選択
▶ 作業選択
▶ エア抜き
▶ エア抜き

アイドリングストップ車のバッテリー交換の場合
アイドリングストップ車のバッテリー交換の場合

スキャンツール接続
スキャンツール接続
▶ 電源ON
▶ 電源ON
▶ 定期メンテナンス選択
▶ 定期メンテナンス選択
▶ 車両選択
▶ 車両選択
▶ 作業選択
▶ 作業選択
▶ バッテリ放電電流積算クリア
▶ バッテリ放電電流積算クリア

※このカタログの記載内容は2018年9月現在のものです。
※このカタログの記載内容は2018年9月現在のものです。
対応機能や適用車両はソフトのバージョンアッ
対応機能や適用車両はソフトのバージョンアッ
プにより追加
プにより追加
・変更される場合があります。
・変更される場合があります。

デンソー
デンソー
は は

に、
に、
全力でお応えします。
全力でお応えします。
困困
った
った
！！

スキャンツール
スキャンツール
の の

DST
DST
サポートセンター
サポートセンター
DSTサポートセンターが、
DSTサポートセンターが、
デンソースキャンツールの使い方はもちろん、
デンソースキャンツールの使い方はもちろん、
活用方法などについて、
活用方法などについて、
電話・
電話
FAXで支援を行っております。
・FAXで支援を行っております。
車種の適用範囲がわからない時
車種の適用範囲がわからない時

各機能の使用方法がわからない時
各機能の使用方法がわからない時ソフトのダウンロード方法がわからない時
ソフトのダウンロード方法がわからない時

このクルマは
このクルマは
大丈夫かな？
大丈夫かな？

どうやって
どうやって
使ったら使ったら
良いんだろう？
良いんだろう？

インストールは
インストールは
どうすれば
どうすれば
良いんだろう？
良いんだろう？

※
※
活用方法がわからない時
活用方法がわからない時

このコードは
このコードは
何を意味して
何を意味して
いるのだろう？
いるのだろう？

※故障診断
※故障診断
・修理作業に関するDST-iの活用方法のご相談は、
・修理作業に関するDST-iの活用方法のご相談は、
ソフトウェアのライセンスが有効期間内
ソフトウェアのライセンスが有効期間内
（初回インストールまたはライセンス更新から1年間）
（初回インストールまたはライセンス更新から1年間）
であることがご利用条件となります。
であることがご利用条件となります。
※その他、
※その他、
DSTサポートセンターのサポート範囲やご利用条件等についてはDST-iホームページをご確認ください。
DSTサポートセンターのサポート範囲やご利用条件等についてはDST-iホームページをご確認ください。

http://www.ds3.denso.co.jp/
http://www.ds3.denso.co.jp/

システム拡張
/ 高度診断サポート
システム拡張
/ 高度診断サポート
DST-iはパソコンやインターネットに接続することで機能UPできるシステム拡張性を保有。
DST-iはパソコンやインターネットに接続することで機能UPできるシステム拡張性を保有。
高度な故障診断や入庫車両の電子システム
高度な故障診断や入庫車両の電子システム
「健康診断」
「健康診断」
サービス等にも活用が可能です。
サービス等にも活用が可能です。

全てはここから
全てはここから

定期メンテナンス品
定期メンテナンス品
交換作業の必須ツール
交換作業の必須ツール

新たなビジネス
新たなビジネス

ハイブリッド車検時の電子健康診断
ハイブリッド車検時の電子健康診断
レポートサービス等で他店と差別化
レポートサービス等で他店と差別化

頼れるパートナー
頼れるパートナー

難しい故障診断や修理で
難しい故障診断や修理で
困った時の駆け込み寺
困った時の駆け込み寺

※DST-クラウドをご利用になるには専用のソフトウェア
※DST-クラウドをご利用になるには専用のソフトウェア
（有償）
（有償）
およびパソコン、
およびパソコン、
インターネット環境が別途必要になります。
インターネット環境が別途必要になります。
お近くのデンソーダイアグステーションにご連絡いただき持ち込みによる診断となります。
お近くのデンソーダイアグステーションにご連絡いただき持ち込みによる診断となります。
※デンソーダイアグステーションでの故障診断や診断結果のご説明は有償となります。
※デンソーダイアグステーションでの故障診断や診断結果のご説明は有償となります。

●お問合せ・ご相談は
●お問合せ・ご相談は

北海道支社
北海道支社
〒003-0022
〒003-0022
北海道札幌市白石区南郷通21南4-15
北海道札幌市白石区南郷通21南4-15
関 西 支関社西 〒532-0003
支 社 〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原4-2-30
大阪府大阪市淀川区宮原4-2-30
TEL 011-558-7800
TEL 011-558-7800
(代) / FAX
(代) 011-558-7899
/ FAX 011-558-7899
TEL 06-7166-4000
TEL 06-7166-4000
/ FAX 06-7166-4099
/ FAX 06-7166-4099
東 北 支東社北 〒983-0036
支 社 〒983-0036
宮城県仙台市宮城野区苦竹2-6-1
宮城県仙台市宮城野区苦竹2-6-1
中 国 支中社国 〒730-0025
支 社 〒730-0025
広島県広島市中区東平塚町4-21デンソー広島ビル3F
広島県広島市中区東平塚町4-21デンソー広島ビル3F
TEL 022-238-9911
TEL 022-238-9911
(代) / FAX
(代) 022-238-9923
/ FAX 022-238-9923
TEL 082-242-5202
TEL 082-242-5202
(代) / FAX
(代)082-242-5233
/ FAX 082-242-5233

四 国 支四社国 〒760-0065
支 社 〒760-0065
香川県高松市朝日町3-6-3
香川県高松市朝日町3-6-3
関 東 支関社東 〒338-0013
支 社 〒338-0013
埼玉県さいたま市中央区鈴谷4-4-1
埼玉県さいたま市中央区鈴谷4-4-1
TEL 087-821-9750
TEL 087-821-9750
(代) / FAX
(代)087-821-9748
/ FAX 087-821-9748
TEL 048-840-1177
TEL 048-840-1177
(代) / FAX
(代) 048-840-1403
/ FAX 048-840-1403
本 社 本 社
中 部 支中社部 〒457-0828
支 社 〒457-0828
愛知県名古屋市南区宝生町4-30
愛知県名古屋市南区宝生町4-30九 州 支九社州 〒812-0015
支 社 〒812-0015
福岡県福岡市博多区山王2-6-35
福岡県福岡市博多区山王2-6-35
〒150-0046
〒150-0046
東京都渋谷区松濤2-15-13
東京都渋谷区松濤2-15-13
TEL 052-619
TEL 052-619
‐1777‐(代)
1777
/ FAX
(代) 052-619
/ FAX 052-619
‐1425‐1425
TEL 092-412-1177
TEL 092-412-1177
(代) / FAX
(代)092-412-1191
/ FAX 092-412-1191
TEL 03-6367-9666
TEL 03-6367-9666
(代) / FAX
(代)03-6367-9619
/ FAX 03-6367-9619

※このカタログの記載内容は2018年9月現在のものです。
※このカタログの記載内容は2018年9月現在のものです。
対応機能や適用車両はソフトのバージョンアップにより追加
対応機能や適用車両はソフトのバージョンアップにより追加
・変更される場合があります。
・変更される場合があります。 524109-014
524109-014
89-10A
89-10A

