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Super Scan Tool X-431PROJ'（以下 X-431PROJ'）をお買い上げありがと

うございます。  

 

警告： 電気製品は安全の為の注意事項を守らないと、火災や人身事故に至るこ

とがございます。 

この取扱説明書には、事故を防ぐ為の重要な注意事項と製品の取扱を記してあ

ります。 

この取扱説明書を良くお読みの上、本製品を安全にお使いください。又、この

取扱説明書では、本機を使う前に必要な準備及び基本的な扱いについて説明し

ています。車輌用故障診断機(オートモービルダイアグノーシスコンピューター)

を初めてお使いになる方やご存知の方も、必ずこの取扱説明書からお読みくだ

さい。またいつでも見られるところに必ず保管してください。 

 

禁止：LAUNCH TECH CO. LTD(以下ローンチテック社)は、このマニュアル

に記載される内容に関し、特許、特許申請、商標、著作権、又はその他の無体

財産権を有します。該当する無体財産権を許可なく侵害する行為は絶対に行わ

ないでください。 

■	 権利者の許諾を得ることなく、本機に付属のソフトウェア及び取扱説明書

の内容の全部または一部を複製する事、及びソフトウェアを賃貸すること

は、著作権法上禁止されております。 

■	 本機及び付属のソフトウェアを使用によって生じる可能性のある損害、遺

失利益、その他第三者に起こるかもしれないいかなる請求等につきまして



も当社は、一切の責任を負いかねます。 

■	 本機の保証条件は本書の巻末をご参照ください。 

■	 本機に付属するソフトウェアは、本機以外では使用できません。 

■	 本機、及び本機に付属するソフトウェアの仕様は、改良の為予告なく変更

する事がございます。予めご了承ください。 

商標について  

 はローンチテック株式会社の商標です。 

その他、本書に記載されているシステム名、製品名は一般に各開発メーカーの

登録商標あるいは商標です(無断転載禁止)。 

 

 



車両側 ECU の操作における注意事項  

■	 イグニッションオン時、車両内部の電装装置を遮断しないでください。一

時的な高電圧により、センサ－、ECU等が損傷する恐れがあります。 

■	 本機並び周辺機器は磁気の発生する場所より離れてご使用ください(スピ

ーカーなど) 

■	 車両側で溶接作業を等行う際は、ECUシステムへの電源を切ってください。 

■	 ECU、各センサ付近にて整備作業を行う際、短絡、過電等に注意してくだ

さい。 

■	 電子機器を整備する際は静電気等にて各種機器に重大な損傷が及ぶ恐れが

あります。回避対策など予防措置を講じてください。 

■	 ECUは外的障害を排除すべく密閉されています、分解検査等は絶対に行わ

ないでください。 

■	 導電テスター等にて ECU、関連機器の診断は絶対に行ってはいけません。

抵抗値、電圧、電流値を検査する際は、専用機器を使用してください。 

■	 ECUハーネスコネクタなどを取り外した後は、確実に取り付けしてくださ

い。適切な整備を行なわないと ECU 内部の電子部品に損傷を与える恐れ

があります。 

 

 

 

 

 



本機の取り扱いについて  

■	 本機は精密機器です。使用に際しましては衝撃を加えたり、落としたりし

ないでください。また、絶対に分解、改造等は行わないでください。保証

期間内であっても保障対象外となります。 

■	 機器の通信切断を避けるため、診断作業中は本機と DBS	 CARⅡコネクタが

確実に接続されていることが必要です。Bluetooth を用いた無線通信の場

合、高周波などの障害を受け稀に、通信が不安定になる場合があります。

診断の際は、エンジンを止め、イグニッションオンにて診断してください。 

■	 作業終了後、付属品（ケーブル、DBS	 CARⅡコネクタ、アクセサリー類）は

ハードケースに収納してください。 

■	 振動、ホコリ、磁気等に十分配慮して使用してください。 



安全にお使いいただくために  

 

 自動車用バッテリーには、皮膚に有害となる希

硫酸が含まれています。操作においてバッテリ

ーとの接触は避けるなど予防措置を講じてく

ださい。また火気の付近に置かないでくださ

い。 

 

 エンジンの排出ガスには、有害物質（炭化水素、

一酸化炭素、窒素酸化物）が含まれます、注意

して整備を行ってください。 

 

 エンジン回転時には各種補記類の温度が上昇

します火傷などの損傷に注意してください。 

 

 エンジンを始動する際は安全のため、パーキン

グブレーキを引き、変速レバーはパーキング位

置にしてください。 



 

 本機を操作する際は保護眼鏡等を着用するな

ど安全措置を講じてください。 

 

 電源部の整備をする際は、正極 RED(+)、負極

BLACK(-)の見極めをしっかりと行い、短絡事

故が起きぬよう注意してください。 
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X-431PROJ'使用上の注意  
 
■	 X-431PROJ'を使用する前に、下記注意事項をお読みください。 
 
■	 常に安全な環境で車両診断を実施してください。 
 
■	 DBS	 CARⅡコネクタを長期間使用しない場合は、バッテリーの電力を節約す

るために DBS	 CARⅡコネクタを車両の DLCから抜くことを推奨します。 
■	 車両をテストまたは修理するときは、ANSI 認可のアイシールドを着用し

てください。 
 
■	 エンジンは様々な有害な化合物（炭化水素、一酸化炭素、窒素酸化物など）

を生成するため、換気の良い作業場で車両を試験しなければならない。 
 
■	 イグニッションがオンになっているか、またはエンジンが動作している間

は、テスト機器を接続または切断しないでください。 
 
■	 ブロックをドライブホイールの前に置き、テスト中は絶対に車両を放置し

ないでください。 
 
■	 X-431PROJ'を油分、水分、グリスのない状態で保管してください。清潔な

布の中性洗剤を使用して、必要に応じて X-431PROJ'の外側を清掃します。 
 
■	 車両を運転しながら同時に X-431PROJ'を操作したりしないでください。

事故の原因となることがあります。 
 
■	 衣類、髪の毛、手、工具、テスト機器などは、高温のエンジン部品から遠

ざけてください。 
 
■	 エンジンを始動する前に、ギアレバーをニュートラル（MT）またはパーキ

ング（AT）の位置に入れて使用してください。 
 
■	 X-431PROJ'の損傷や誤ったデータの読み取りを避けるために、車両バッテ

リーが完全に充電されており、車両 DLC（データリンクコネクタ）への接
続が確実であることを確認してください。 

 
■	 自動車用バッテリーには、硫酸が含まれています。作業する際は、十分に

注意し作業してください。 
 
運行中の車両の ECU に関する注意事項  
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■	 イグニッションスイッチがオンになっているときは、バッテリーや配線ケ

ーブルを取り外さないでください。センサや ECU の損傷を避けることが

できます。 
 
■	 ECUの近くに磁性体を置かないでください。車両への溶接作業を行う前に、

ECUの電源を切断してください。 
 
■	 ECUまたはセンサの近くで操作を行う場合は、細心の注意を払ってくださ

い。 PROMを分解するときに身体を接地してください。ECUとセンサが
静電気によって損傷する可能性があります。 

 
■	 ECUハーネスコネクタを再接続するときは、ECUハーネスコネクタがしっ

かりと接続されていることを確認してください。そうしないと、ECU内部
のICなどの電子部品が損傷する可能性があります。
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充電方法  ディスプレイ ON 時  ディスプレイ  

AC アダプター サポートしますが、バ

ッテリーはゆっくりと

充電されます 

サポートします 

X-431PROJ'上の
Micro-USBインターフ
ェイスと、USB2.0規
格に準拠する PCまた
はその他のデバイス上

の USBポートを接続
します。 ユーザーは
USBインターフェイス
（USB2.0以上のバー
ジョン）へ接続する必

要があります。 

サポートしますが、消

費電力を補うため、バ

ッテリーは通常よりも

ゆっくりと充電されま

す。 

サポートしますが、バ

ッテリーはゆっくりと

充電されます 

 
■	 X-431PROJ'のフォーマット中やアップロード中やダウンロード中に電源

を抜かないでください。プログラムのエラーが発生する可能性があります。 
■	 未知のファイルを削除したり、作成していないファイルやディレクトリの

名前を変更しないでください。X-431PROJ'ソフトウェアが動作しなくなる
可能性があります。 

■	 ネットワークリソースにアクセスすると、X-431PROJ'はコンピュータウイ
ルス、ハッカー、スパイウェア、およびデバイス、ソフトウェア、または

データを損傷する可能性のある他の悪意のある行為に対して脆弱になる可

能性があることに注意してください。ファイアウォール、ウイルス対策ソ

フトウェア、およびスパイウェア対策ソフトウェアの形で適切な保護を確

保してください。 
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1 ご使用の前に  

1.1 製品紹介  

X-431PROJ'はインターネットアプリケーション用に開発された新しい Android
ベースの車両トラブル診断デバイスです。LAUNCH の高度な診断技術と幅広い車

種に対応する特徴を継承し、新たに LTE 通信機能を標準装備し、高精度かつ高

品質な故障診断環境をご提供します。 

DBS	 CARⅡコネクタと Bluetooth 通信により、DTCの読み取り、DTCのクリア、

データストリームの読み取り、アクティブテストおよび特殊機能を含む、故障

診断を実現します。 

さらにモバイルインターネットを活用して、修理データ、ビジネス、アップデ

ートなど、より多くのアプリケーションとサービスを統合しています。 

X-431PROJ'は、Android 6.0オペレーティングシステム、1.3GHzクアッドコ
ア CPU、10.1 インチ HD ディスプレイを搭載した高性能価格のタブレットコ
ンピュータを採用しています。 

1.2 特徴紹介  
1. 診断機能 : 

 アジア、ヨーロッパ、アメリカおよび新興地域における自動車電子制御シ
ステムに対応します(DTC 読取、DTC 消去、データストリーム読取、ア
クティブテスト、特殊機能など) 

 Android OSを採用、シンプルな画面操作、クイックレスポンスを提供い
たします。 

 Bluetoothインターフェースによるコードレスフリーを採用。 
 ハードケースにより強固なクラッシュセーフティを実現。 
 専用のラギットケースを装備し、損傷を防止します。 
 複数のメンテナンスおよび修理機能がサポートされています 
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2.リペアデータ : さまざまな車両に関するサービス情報を提供します。 
3.アップデート：診断ソフトウェアを効率的にアップデートできます。 
4.WEB ブラウザ：SIMカードを内蔵しているので、インターネット上で情報
検索や画像、動画を閲覧することができます。 

5.E メール：Eメールを送受信できます。 
6.設定：パーソナライズされた X-431PROJ'の設定が可能です。 
7.その他の追加機能：アラーム、カレンダー、電卓など 
 

1.3 X-431PROJ' 概要  
1.3.1 X-431PROJ' 全体 

X-431PROJ'は、タブレット（1.3.2章参照）と DBS	 CARⅡコネクタ（1.3.3章参
照）で構成されています。
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1.3.2 X-431PROJ' タブレット

 
Fig. 1-1 X-431PROJ'タブレット  

1 イヤホンポート   
2 前面カメラ   
3 電源ボタン  オフモードでは、このボタンを押して

X-431PROJ'をオンにします 
オンモード： 
・LCDが消灯している場合は、このボタンを押
してLCDを起動します 
・LCDが点灯したら LCDの電源を切るには、

このボタンを押します 
4 ボリュームキー  音量調節ができます 
5 USB（充電）ポー

ト  
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6 スピーカー   
7 背面カメラ   
8 マイク   
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1.3.3 DBS CARⅡコネクタ (12V車のみ対応) 

  

Fig. 1-2 Diagnostic connector 

① OBD-16 ピン  
故障診断コネクタ  

OBDⅡ（Data Link Connector）に接続します 

② ECU 通信ランプ  コネクタが車両と通信しているときに点滅し

ます 

③ 電源ランプ  コネクタが車両のDLCに差し込まれている間、
点灯します 

④ Bluetooth 通信ラン

プ  
 コネクタに電力が供給され、青色（デフォル
トモード）になっている場合は、Bluetooth
モードを示します 

⑤ Mini USB ポート   
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1.4 技術仕様  
X-431PROJ' 
オペレーティングシステム：Android 6.0 
➢CPU：クアッドコア 1.3GHzプロセッサ 
➢バッテリー：7000mAhの充電式ポリマーリチウムバッテリー 
➢メモリ：2.0GB 
➢ストレージ容量：32GB 
➢LCD：10.1インチ 
➢LCD解像度：1920x1200 
➢タッチスクリーン：静電容量式タッチスクリーン 
➢カメラ：背面に 5.0メガピクセル、前面に 2.0メガピクセル 
➢Wi-Fi：802.11a / b / g / hをサポート 
➢Bluetooth：サポート 
➢使用温度：0℃〜45℃ 
➢保管温度：-20℃〜70℃ 
 
➢内蔵 SIM カード：NTT ドコモの LTE/3G エリア	 	 

下り 大 682Mbps	 上り 大 50Mbps(*1)	 

標準 6GB	 +	 バンドルクーポン 6GB	 の 大	 12GB	 

➢使用温度：0℃〜45℃	 

➢保管温度：-20℃〜70℃	 

	 

*1	 通信速度は、ベストエフォート方式による提供となり実際の速度を示すも

のではありません。	 

実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況などに応じて変

化します。	 
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DBS CARⅡコネクタ :  
➢動作電圧：DC 9〜18V 
➢平均動作電流：約 35mA 
➢スタンバイ電流：約 25mA 
➢使用温度：-20〜55℃ 
➢保管温度：-30〜70℃ 
➢保管湿度：<80％ 

➢作業湿度：<60％ 

 

1.5 梱包内容  
ご購入後に以下の付属品が同梱されていることを確認してください 
・X-431PROJ'タブレット 
・ラギットケース（キックスタンド付き） 
・機密信書 
・DBS CARⅡコネクタ (12V車のみ対応) 
・OBDⅡ延長ケーブル（13.5cm） 
・OBDⅡ延長ケーブル（90cm） 
・電源アダプタ 
・USBケーブル 
・ハードケース	 
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2 使用前の準備	 
2.1  X-431PROJ'の充電について 
利用可能な充電方法は2つあります。 
 
電源アダプタ経由： 
1. 付属のUSBケーブルの一端を電源アダプタに差し込みます。 
2. もう一端をX-431PROJ'の充電ポートに接続します。 
3. アダプタをACコンセントに差し込みます。 
 
パーソナルコンピュータ経由： 
1. 付属のUSBケーブルの一端をPCのUSBポートに差し込みます。 
2. もう一端をX-431PROJ'の充電ポートに接続します。 
画面にが表示されている場合は、充電中であることを示します。ロゴが変わる

とバッテリーが完全に充電されていることを示します。X-431PROJ'から充電器
のUSBケーブルを抜きます。 

2.2 バッテリーの使い方  
 バッテリを長期間使用しないままにするか、またはバッテリが完全に放電し
た場合、充電中にX-431PROJ'の電源が入らないことがあります。 十分に充
電してから電源を入れてください。 

 付属の電源アダプタを使用して充電してください。供給された電源アダプタ
以外の電源アダプタを使用して生じたいかなる損害についても責任は負いま

せん。 
 X-431PROJ'のバッテリー残量が少なくなるとお知らせ音が鳴ります。非常に
低い場合、X-431PROJ'は自動的にオフになります。 

2.3 電源オン／オフ  
2.3.1 電源オン 
[POWER]を押して本体をオンにします。 

注：本体を初めて使用する場合、または長時間アイドル状態のままになって



LAUNCH               X-431PROJ' User’s Manual — General Operations 

 9 

 
 

いると本体がオンにならない可能性があります。本体を少なくとも 5 分間充電
して、再度電源を入れてください。 

2.3.2 電源オフ 
[POWER]を3秒間押すと、オプションメニューが画面に表示されます。 本体を
オフにするには、「電源を切る」をタップします。 
強制シャットダウンを実行するには、画面が暗くなるまで[POWER]を8秒以上
押してください。 

2.4 指操作に関するヒント  

  
１回タップ : アイテムを選択するか、プログラムを起動します 

  
ダブルタップ : Webページ上のテキストがデバイスの画面に合った
列に表示されるようにズームインします。 

  
長押し : 画面上にコンテキストメニューが現れるまで現在のインタ
ーフェイスまたはエリアをタップして押し続け、離します 

  
スライド : 別のページにジャンプします 

  
ドラッグ : デスクトップアイコンをタップして他の場所にドロッ
プします  

  

ピンチイン／アウト : 手動でズームインするには、2本の指を画面
に置き、それらを広げます。 ズームアウトするには、画面上に2本
の指を離して一緒に挟みます 

 



LAUNCH               X-431PROJ' User’s Manual — General Operations 

 10 

2.5 画面のロックとロック解除  
X-431PROJ'では、多くの画面ロックモードが利用できます。  

 注：X-431PROJ'はよく使用される診断ツールであるため、画面ロックを「な
し」に設定することをお勧めします。 

2.5.1 画面のロック 
 ONのときは、[POWER]を1回押して画面をロックします。 

 X-431PROJ'があらかじめ設定された待機時間を超えてアイドル状態のまま
になると、システムは自動的に画面をロックします。 

2.5.2 画面のアンロック 
[POWER]を押して画面をアクティブにし、ロックを「ロック解除」位置にドラ
ッグします。 

 注：パターンを使用してロック解除として定義する場合は、正しいターゲッ
トパターンを描いてロックを解除する必要があります。 

2.6 画面レイアウト  
1. 画面をプレビューする  
ホーム画面の空白部分をタップ＆ホールドすると、画面の下部に機能メニュー

が表示されます。 主に壁紙、ロック画面の壁紙、ウィジェット、設定、アプリ
が含まれています。  

2. 画面上のボタン（オンスクリーンボタン）  
画面下部には3つのオンスクリーンボタンがあります。 
 戻る :   をタップすると前の画面に戻ります。 
 ホーム :   をタップするとAndroidのホーム画面にジャンプします。 
 近使ったアプリ :   をタップして、 近起動したアプリケーションと実

行中のアプリケーションを表示します。 次の操作を実行できます。 
 目的のアプリをタップして開きます。 
 目的のアプリを左または右にスワイプして閉じます。 
 すべてのロック解除されたアプリケーションを閉じるには をタッ

プします。 
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2.7 お知らせパネル  
ユーザーにメッセージを知らせます。お知らせパネルを開いて、メッセージと

イベントの通知をチェックすることができます。 

2.8 メイン画面カスタマイズ  
2.8.1 メイン画面に項目を追加 
1. ホーム画面上の空白部分をタップ＆ホールドし、プレビュー画面の下にある
「WIDGETS」をタップします。 

2. 目的のアプリケーションまたはウィジェットをタップしたままにして、目的
の位置にドラッグします。 

2.8.2メイン画面に項目を移動 
移動する項目をタップ＆ホールドし、目的の場所にドラッグアンドドロップし

ます。 

2.8.3メイン画面から項目を削除 

警告：アイコンを削除すると、対応するアプリがアンインストールされるの

で注意してください。 
1. 対象の項目をタップ＆ホールドします。  
2. ゴミ箱アイコンの上までドラッグして放します。 

注：画面上部にゴミ箱アイコンが表示されない場合は、アプリをアンインス

トールできないことを示します。 

2.8.4 輝度を調整する 
 ヒント：画面の明るさを下げると、X-431PROJ'の消費電力を節約するのに役
立ちます。 
1. HOME画面で[設定]> [ディスプレイ]> [輝度レベル]の順にタップします。 
2. スライダをドラッグして調整します。 
 

2.8.5 待機時間を設定する 
I設定した待機時間内に何も操作がない場合、画面を自動的にロックし電力を節
約するためスリープモードに入ります。 
1. ホーム画面で[設定]> [ディスプレイ]> [スリープ]をタップします。 
2. お好みのスリープ時間を選択します。 
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2.9 画面ロックの設定  
X-431PROJ'を使用しない間、偶発的な操作を避けるためにスクリーンとボタン
をロックするように設計されています。 
1. HOME画面で[設定]> [セキュリティ]> [画面ロック]の順にタップします。 
2. 目的の画面ロックモードを選択し、画面の指示に従って設定を完了します。 

 注：X-431PROJ'はよく使用される診断ツールであるため、画面ロックを「な
し」に設定することをお勧めします。
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3 Wi-Fi 設定  
 

3.1 Wi-Fi ネットワークに接続する  
1. ホームスクリーンで[設定]> [WLAN]の順にタップします。 
2. Wi-FiスイッチをタップまたはスライドさせてONにすると、X-431PROJ'は
使用可能なすべての無線LANの検索を開始します。  

3. 目的のWi-Fiアクセスポイント／ネットワークを選択し、 
 選択したネットワークが開いている場合は、直接接続できます。 
 選択したネットワークが暗号化されている場合は、適切なセキュリティ
キー（ネットワークパスワード）を入力する必要があります。  

 注：WLAN設定ページで、をタップし、「ネットワークの追加」を選択して
新しいネットワークを追加します。 
接続が成功したら、リストから Wi-Fi ネットワークをタップして、名前、リン
ク速度、セキュリティタイプ、IPアドレスなどを表示します。 
このツールが範囲内にあると、以前にリンクされたネットワークに自動的に接

続します。 
	 

注：WLAN が ON に設定されると、X-431PROJ'はより多くの電力を消費します。	 
WLAN 未使用時は、バッテリー電源を節約するために WLAN をオフにしてください。	 

X-431PROJ'には SIM カードが内蔵されており、無線 LAN がない環境でもネッ
トワークを利用できます。	 	 

 
3.2 Wi-Fi ネットワークから切断する  
1. ホームスクリーンで[設定]> [WLAN]の順にタップします。 
2. 接続状態のネットワークをタップし「切断」をタップします。 
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4 故障診断の手順  

4.1 故障診断フローチャート  
新規ユーザーの場合は図4-1の操作図をご覧ください。X-431PROJ'の使い方を
理解してからご利用ください。 

 

図 4-1 

4.2 ユーザー登録、コネクタ起動および診断ソフトウェアのダ

ウンロード	 

4.2.1 ユーザー登録 
デスクトップ上のX-431PROJ'アイコンをタップしてアプリケーションを起動
します。「ログイン」をタップすると、診断ソフトウェアのログインインター

フェースに入ります。 
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図 4-2 
1. 1.新規ユーザーの場合は、「新規ユーザー登録」をタップして登録ページに
入ります。図 4-3をご参照ください。※使用許諾契約書に同意してください。  

 

図 4-3 
 

図4-3：各欄に情報を入力してください（*の欄は必須入力）。 入力後に「登録」
をタップすると、次のような画面が表示されます。 
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図 4-4 
機密信書に記載されているシリアル№とアクティベーションコードを入力しま

す。 

     
図 4-5 

注：後で終了して有効にするには、「スキップ」をタップします。 この場合、
「プロファイル」の「コネクタの作動」をタップして、コネクタ登録すること

ができます。 詳細は、「4.10.2コネクタの有効化」を参照してください。 

シリアル№	 

ア ク テ ィ ベ ー シ ョ ン コ ー ド	 

 

シリアル№	 

シリアル№	 

アクティベーションコ

ード	 
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[有効にする]をタップして登録を完了します（図4-6）。 

 

図 4-6 
診断ソフトウェアをダウンロードするには「アップデートセンターに行く」を

タップします（図4-7）。 
後でダウンロードしてインストールするには、[後でダウンロードする]をタップ
します。 

 

図4-7 
「更新」をタップしてダウンロードを開始します。 ダウンロードを一時停止す
るには「停止」をタップします。再開する際は「続行」をタップします。ダウ

ンロードが完了すると、システムはソフトウェアパッケージを自動的にインス

トールします（図4-7） 
 注 :   

 ダウンロード中はWLANネットワークに正しく接続されていることを確認
してください。終了するまでに数分かかる場合がありますので、しばらくお

待ちください。 
 VIN SCAN機能を使用するには、対応する診断ソフトウェアとAutoSearch
ファイルをダウンロードする必要があります。 
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2. メンバーに登録している場合は、自分の名前とパスワードを入力してから「ロ
グイン」ボタンをタップしてメインメニュー画面に直接入ります。 

4.2.2 故障診断ソフトのレイアウト 

 

図4-8 
1   をタップするとファンクションメニューを展開します。 詳細は

「4.2.3ファンクションメニュー」を参照してください。 

2 VIN SCANボタン：このボタンをタップすると、車両の車両識別番号
（VIN）コードがスキャンされます。 OBD VINとINPUT VINが含ま
れています。 
注：この機能を使用する前に、対応する診断ソフトウェアと自動検索

ファイルをツールにダウンロードしてから、診断ソフトウェアをダウ

ンロードする必要があります。 

3 車両診断ソフトウェアのロゴ：車両の故障診断を開始するには、対応

する診断ソフトウェアをダウンロードする必要があります。 

4 地域切替ボタン：診断する車両に切り替えるには、対象地域のボタン

をタップします。 

5 履歴タブ：一般に車両診断が実行されると、システムは診断プロセス

のあらゆる詳細を記録します。この機能は、テストされた車両への迅

速なアクセスを提供し、ユーザーは 初から始める必要なく 後の操

作から再開することができます。 

6 ログインボタン／ユーザーイメージ：ログインするか、診断システム

を登録する際にタップします。ユーザーが正常にログインすると、あ

らかじめ登録したユーザー名または写真に変更されます。 

4.2.3 ファンクションメニュー 

 をタップするとファンクションメニューを展開します。主に以下の項目を含
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みます： 

名称  説	 明  

車両診断  X-431PROJ'が診断ツールとして動作するように設定しま
す。 

修理データ  豊富な自動車技術ハンドブックと修理事例を提供します。 

アップデート  車両診断ソフトウェアを更新します。 

ビジネス  このモジュールを使用すると、ゴロユーザーやその他の修

理技術者が提出した質問に対して、オンラインで回答と解

決策を提供し報酬ポイントを獲得するなど、ビジネスを拡

大することができます。 

プロフィール  マイコネクタ、マイレポート、パスワードとログアウトの

変更などを管理します 

設定  システム設定を構成し、診断レポートをフィードバックす

ることができます。 
 

4.3 接続  
4.3.1 準備 
一般的な診断条件  
 車両の電源をオンにします。 
 スロットルを閉じた状態にします。 

診断コネクタを選択します  
X-431PROJ'がユニバーサルOBDⅡ16ピン診断ソケットを装備した車両をテス
トする場合は、付属のDBS	 CARⅡコネクタを使用してください（非OBDⅡ 16ピ
ン診断ソケット付き車両の場合は、16ピン以外のコネクタが必要です）。 

4.3.2 DLC の場所 
DLC（データリンクコネクタまたは診断リンクコネクタ）は、通常、診断コー
ドリーダーが車両のオンボードコンピュータと接続する標準の 16ピンコネク
タです。 DLCは、通常、インストルメントパネルの中央（ダッシュ）から、
ほとんどの車両の運転席の下またはその周囲配置されています。 DLCが見つ
からない場合は、車両のサービスマニュアルを参照してください。 
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図 4-9 

4.3.3 車両接続 
DBS	 CARⅡコネクタを車両のDLCに接続する方法は、車両の構成によって次のよ
うに異なります： 
 OBDⅡ管理システムを搭載した車両は、標準化されたDLCを通じて通信およ
び12V電源を供給します。 

 OBDⅡ管理システムを装備していない車両は、DLC接続を介して通信を行い、
場合によっては、シガレットライターレセプタクルまたは車両バッテリへの

接続を通じて12Vの電力を供給します。 
OBDⅡ車に接続する場合は以下の手順に従ってください：  
1. 車両のDLCソケットを見つけます。 
2. DBS	 CARⅡコネクタを車両のDLCソケットに差し込みます（OBDⅡ延長ケー
ブルを使用してDBS	 CARⅡコネクタとDLCソケットを接続することを推奨し
ます）。 

  

図 4-10 
3. 電源を取得する2つの方法のいずれかを選択します： 

A.電源アダプタ：付属の電源アダプタの一方の端をX-431PROJ'タブレット
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のDC INポートに接続し、もう一方の端をACコンセントに接続します。 
B.内蔵バッテリー 

OBDⅡ以外の車両の場合、次のように進んでください： 
1. 車両の非OBDⅡ型DLCを見つけます。 
2. 非OBDⅡ対応コネクタ（メーカー固有の形状）を選択します。 
3. 非OBDⅡ型DLCに差し込み、もう一方の端をOBDアダプタに接続し、非脱

落型ネジを締めます。 
4. 付属のDBS	 CARⅡコネクタにアダプタのもう一方の端を接続します。 
5. OBDアダプタに電源を供給するには： 

A. シガレットライター：シガレットライターケーブル（別売）の一方の端
を車両のシガレットライターソケットに接続し、もう一方の端をOBDアダプ
タの電源ジャックに接続します。

  

Fig. 4-11 
B. バッテリクランプケーブル：バッテリクランプケーブル（別売）の一方
の端を車両のバッテリに接続し、もう一方の端をOBDアダプタの電源ジャッ
クに接続します。 

  

Fig. 4-12 
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4.4 Bluetooth 設定  
X-431PROJ'のBluetooth設定画面（「設定」→「Bluetooth」）を入力し、Bluetooth
スイッチをONに合わせると、使用可能なBluetoothデバイスの検索を開始しま
す。デフォルトのBluetooth名は「98519 ***** 00」（*****は5桁を表します）
です。 

注：診断ソフトウェアを起動する前にBluetooth設定が行われていない
場合は、ソフトウェアの使用中にBluetooth設定を行うこともできます。  

4.5 故障診断を開始する  
 「診断」をタップして車両選択ページに入ります。 

車両診断ソフトウェアにアクセスするための2つの方法が用意されています。次
のいずれかの方法を選択します。 
 
1.  対応する診断ソフトウェアのロゴをタップし、画面の指示に従って診断ソ

フトウェアにアクセスします。 
 
2.  VINSCANを使用すると、より迅速にアクセスできます。 

自動スキャン（OBD VIN）と手動入力（INPUT VIN）が利用できます。 

 

図4-13 
OBD VIN：このモードでは、まずDBS	 CARⅡコネクタを車両のDLCに差し込
んでから、X-431PROJ'と車両の間でBluetooth通信を確立させる必要があり
ます。 
車両の識別番号をスキャンするには「OBD VIN」をタップします。スキャン
が完了して成功すると、X-431PROJ'は車両の診断ソフトウェアに入ります。

 注：この機能を使用する前に、対応する診断ソフトウェアと自動検索ファ
イルをツールにダウンロードする必要があります。 
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INPUT VIN：このモードでは、VINを手動で入力する必要があります。一
般に、車両識別番号は標準化されています。すべて17文字です。VIN文字は
大文字のA〜Z、数字の1〜0で構成されています。ただし誤読の過ちを避ける
ために「I・O・Q」は使用されません。VINに標識やスペースを使用するこ
とはできません。 

この番号が も目立つ場所は、車両のダッシュボードの左上隅にあります。

他の場所としては運転席のドアやピラー、フードの下のファイアウォールな

どがあります。 

"INPUT VIN"をタップすると図4-14と同様の画面が表示されます： 

 

図4-14 
VINを入力し、「確認」をタップして車両の診断ソフトウェアに入ります。 
 
デモを例に取って車の診断方法を説明します。 
1). 「DEMO」をタップすると、次のダイアログボックスが表示されます： 

 

図4-15 
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2). DEMOシステム選択画面にジャンプするには「DEMO」をタップします。 
（注：DEMOプログラムにBluetooth接続は必要ありません）。 

 

図4-16 
3). 「エンジン」をタップすると、機能メニューにジャンプします。  

図4-17を参照してください。 

 

図4-17 
4.5.1 故障コード読取り 
この機能は、車両の電子制御システムから取得した故障コードの詳細情報を表
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示します。機能メニューの「DTCを読取り」をタップすると、診断結果が画面
に表示されます。 

 

図4-18 

オンスクリーンボタン：  
ホームページへ：  タップするとホーム画面に戻ります。 
検索：特定の故障コードを強調表示してタップすると、該当項目についてオン

ライン検索を開始します。 
報告：現在のデータをテキスト形式で保存します。 すべての報告は[プロファ
イル]メニューの[マイレポート]タブの[診断レポート]タブに保存されます。 レ
ポート操作の詳細については、「4.10.4マイレポート」を参照してください。 
フリーズフレーム：エミッション関連の障害が発生すると、オンボードコンピュー

タによって特定の車両状態が記録されます。この情報はフリーズフレームデータと呼

ばれます。 フリーズフレームデータには、故障コードが記録された時点の重要なパ
ラメータ値のスナップショットが含まれます。 
ヘルプ：  ヘルプ情報を表示したいときにタップします。 

4.5.2 故障コードの消去 
車両側に記憶したコードを読取り、適切な修理が実施された後、この機能を使

用して車両に記憶したコードを消去することができます。この機能を実行する

前に、車両のイグニッションオン（エンジン・オフ）の位置にあることを確認

してください。 
機能メニューの「故障メモリ消去」をタップすると、車両側の電子制御システ
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ムに記憶している故障コードを自動的に消去します。 
注：故障コードは、車両が抱える故障が完全に修理されるまで消去され

ません。  

 

4.5.3 データストリームの読取り 
このオプションは車両のECUから現在のデータとパラメータを取得して表示します。 
機能メニューの「データストリーム読取」をタップすると、該当項目が表示されます。  

 

Fig. 4-19 

オンスクリーンボタン：  
現在のページ :  現在表示中の全項目を選択する際にタップします。 
選択範囲を反転：  現在選択中の全項目を解除する際にタップします。 
ホームページ：  タップするとホーム画面に戻ります。 
印刷：現在の画面を印刷する際にタップします。印刷を実行するには、LAUNCH
製Wi-Fiプリンタを別途購入する必要があります。 
確認： 必要な項目を選択したら「確認」をタップしてデータストリームの読取
ページに入ります。 
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図4-20 

オンスクリーンボタン：  
ホームページへ：  タップするとホーム画面に戻ります。 
グラフ： グラフをタップすると波形を表示します。データ表示には3種類の表
示モードがあり、さまざまな種類のパラメータを 適な方法で表示することが

できます。  
 グラフ – パラメータを波形グラフで表示します。図4-21参照。 

 

図4-21 
 値 – テキストでパラメータを表示し、リスト形式で表示するデフォルトモ
ードです。  
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 コンビネーション – このオプションは、主にデータ比較の際に使用します。
各項目を異なる色で表示します。図4-22参照。 

 

図4-22 
記録：  タップすると、診断データの記録が開始されます。 保存するファイル
名は次規則に従い付されます。 
車両の種類、記録開始時刻（ファイルを区別するために、正確なシステム時刻

を設定してください）。 
  ファイルはメニューの「私」から「私のレポート」に保存されます。 再生操
作の詳細については、「4.10.4私のレポート」を参照してください。  
データストリームの記録を停止するには、録音の進行状況バーの前にある を

タップします。 
印刷：画面の印刷が出来ます。印刷を実行するには、LAUNCH製Wi-Fiプリン
タを別途購入する必要があります。 
ヘルプ :  ヘルプ情報が表示されます。 
データストリーム項目の複数ページが表示される場合、1/4に類似したアイコン
が表示されます。画面を右から左にスワイプして次のページに切り替えます。 

4.5.4 特殊機能（特別機能） 
このオプションを使用すると、システムパラメータが正常かどうかを検出でき

ます。主に、ブレーキフルードのエア抜き、電子パーキングブレーキリアパッ

ト交換などが含まれます。  

4.5.5 履歴の表示手順  
一般に車両診断が行われると、X-431PROJ'は診断プロセスのあらゆる詳細を記



LAUNCH                X-431PROJ' User’s Manual — Vehicle Diagnosis 

 29 

録します。履歴機能はテスト済みの車両への迅速なアクセスを提供し、ユー

ザー様は 初から始める必要なく、 後の操作から再開できます。 
1. 「履歴」をタップすると、すべての診断レコードが日付順に画面に表示され

ます。明るい青色の背景のボックスは、この車両に故障コードが見つから

ないことを示し、明るい黄色のボックスは、車両に故障コードがあること

を示します。 
2. 特定のボックスをタップして履歴レコードを入力します。 
3. "Restore"をタップすると、システム選択画面に直接ジャンプします。 
4. 希望するシステムをタップして入力し、画面の指示に従って続行します。	 

4.6 修理データ  
このオプションは、修理事例と自動車技術ハンドブックを提供しています。「修

理データ」をタップし、画面の指示に従って続行してください。 

 

4.7 アップデート  
車両を診断する前に、対応する車両診断ソフトウェアをダウンロードする必要

があります。 
をタップし「アップデート」をタップすると診断ソフトウェアのリストが画

面に表示されます。 
 

 

図4-23 
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デフォルトでは、すべての診断ソフトウェアが選択されています。 特定のソフ
トウェアを選択するには「選択範囲を反転」をタップしチェックボックスをオ

フ後、選択し直してください。ダウンロードを開始するには「ワンクリックア

ップデート」をタップします。 ダウンロードが完了すると、ソフトウェアパッ
ケージが自動的にインストールされます。 

4.10  私（プロフィール）  

 
 
この機能により、ユーザーは個人情報を管理することができます。 

4.10.1 私のコネクタ 
このオプションは、有効（登録済み）になっているすべてのコネクタを管理す

るために使用します。 
このツールで複数のDBS	 CARⅡコネクタが有効になっている場合、コネクタの一

覧が画面に表示されます。他のアカウントに属しているDBS	 CARⅡコネクタを選

択した場合は、ログアウトしてから正しいアカウントを入力して続行する必要

があります。 

4.10.2 コネクタを登録 
DBS	 CARⅡコネクタを有効にするために使用します。 

シリアルナンバーとアクティベーションコードを入力し、「作動」をタップし

てDBS	 CARⅡコネクタの登録を完了させます。 

シリアル番号とアクティベーションコードを取得する方法の詳細については、
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「どうやってアクティベーションコードを習得しますか？」をタップし参照し

てください。 

4.10.3 ファームウェアの修復 
診断ファームウェアをアップグレードおよび修復するには、この項目を使用し

ます。修復中は、電源を切ったり、他のインターフェースに切り替えたりしな

いでください。 

4.10.4 私のレポート 
このオプションは、車両診断の過程で作成した診断レポートを表示するために

使用します。さらに、削除、共有操作もサポートされています。 
「私のレポート」をタップすると、合計3つのオプションが利用できます。 
ユーザーがデータストリームの読み取り中に実行中のパラメータを記録すると

「〜.x431」ファイルとして保存され、[診断記録プレイバック]のタブに表示さ
れます。 
リモート診断レポートには、リモート診断のプロセスで保存されたすべてのレ

コードが一覧表示されます。 
DTCの結果がトラブルコードの読み取りページに保存されている場合は、pdf
ファイルが[診断レポート]タブに表示されます。 
 

4.10.5 個人情報 
この項目では、個人情報の表示及び設定が出来ます。  

4.10.6 パスワードを変更します 
この項目では、ログインパスワードを変更することができます。  

4.10.7 ヘルプ 
FAQ、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルが含まれています。 

4.10.8 ログアウト 
このオプションを使用すると、システムをログアウトすることが出来ます。現

在のユーザーIDをログアウトするには、「ログアウト」をタップします。  

4.11 設定  
いくつかのアプリケーションの設定を行い、ソフトウェアのバージョン情報な

どを表示することができます。  
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4.11.1 診断ユニット設定 
測定ユニットを設定します。 メートル法とヤード、ポンド法の利用が可能です。  

4.11.2 オリエンテーション 
このオプションは、アプリケーションの表示モードを設定するために使用しま

す。  

4.11.3 印刷情報設定 
このオプションを使用すると印刷情報を定義できます。 整備工場、会社アドレ
ス、電話番号、電子メール、FAXが含まれています。 入力後、「保存」をタッ
プします。 
 

4.11.4 Launchワイヤレスプリンター設定  
このオプションは、印刷操作中にX-431PROJ'とWi-Fiプリンタ（別売）との間
でワイヤレス接続を確立するように設計されています。  
次の手順に従って、プリンタを接続します。 
1. "Launch ワイヤレスプリンター設定"をタップします。 
 

 

図4-26 
A.プリンタを初めて操作する場合、次の手順に従ってください： 
2. 初に使用する場合は、プリンタをリセットすることをお勧めします。

[MODE]と[FEED]を8秒間押し続けると、次のリセットコマンドが出力され
ます。 
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 at + default = 1 
 OK 
 at + reboot = 1 
 再起動中... 

 
3. 「リセット」をタップしてWi-Fiプリンタを設定します。 
 ステップ1：プリンタを接続する： 
 「スキャン」をタップして、X-431PRINTER-XXXX（XXXXは4文字を表す）
という名前のプリンタホットスポットを選択し、「接続」をタップして手順

2に進みます。 
 

 

図 4-27 
 
ステップ2：図4-28の画面からリターンで戻ると図4-29の画面になります。 
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図 4-28 
 
4. プリンタのWi-Fiネットワークが接続され、プリンタの確認が出来ましたら、
「プリントテスト」をタップして印刷が出来るかテストします。 

 

図 4-29 
これでWi-Fiプリンタを使用して印刷できます。 
プリンタが見つからない場合は、プリンタを工場出荷時のデフォルト設定（詳

細については手順2を参照）にリセットし、現在のデバイスとプリンタが同じ
LAN上にあるかどうかを確認してください。 
B. Wi-FiプリンタをLANに設定した場合： 
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2. [プリンタに接続]をタップします： 
a). ローカルネットワークがそのまま残っている場合は、「Test Print」をタ
ップして印刷をテストしてください。 
b). ローカルネットワークが変更された場合は、Wi-Fiプリンタをリセットす
る必要があります。 

4.11.5 診断フィードバック 
この項目では、分析およびトラブルシューティングのために診断上の問題を当

社にフィードバックすることができます。 

4.11.6 サーバー点検 
現在のネットワーク環境が良好かどうかをテストすることができます。 

4.11.7 アバウト 
ソフトウェアのバージョン情報、重要事項説明、使用許諾契約書が含まれてい

ます。 

6 その他  

6.1 E メール  
この機能を使用すると、電子メールを送受信できます。  

6.1.1電子メールアカウントを設定する 

注：電子メールを送受信する前に、電子メールアカウントを設定する必要が

あります。 さらに、この機能には安定したネットワーク接続が必要でした。 
1. ホーム画面で[電子メール]をタップします。. 
2. 目的の電子メールアカウントタイプを選択します。 
3. メールアドレスとパスワードを入力し、「次へ」をタップします。  

注：「手動設定」が選択されている場合、詳細なパラメータ設定については電

子メールサービスプロバイダにお問い合わせください。 
4. 画面の指示に従って、アカウント設定が完了したことを示すメッセージが

表示されるまで進みます。  

6.1.2電子メールアカウントを追加する 
1. 「設定」→「アカウント」の順にタップします。 
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2. [アカウントを追加]をタップします。 
3. アカウントタイプを選択します。 

6.2 ブラウザ 
6.2.1 ブラウザを開く 
ホーム画面でブラウザをタップしブラウザを起動します。希望のホームページ

を選択するか、または参照するWebサイトアドレスを入力することが出来ます。 

Fig. 6-1 

1 前のページに戻る 
2 近訪れたページに進む 
3 現在のページを更新する 
4 現在のページを閉じる 
5 新しいタブを作成する 
6 URLを入力 
7 現在のページをブックマークに加える 
8 検索バーを開く 
9 ブックマークリストを開く 

10 その他オプションを表示する 

6.2.2 ファイルをダウンロードする 
ファイルや画像、アプリケーションはブラウザのWebサイトからダウンロード
できます。 
例えば：画像をタップ＆ホールドし、ポップアップメニューから「画像を保存」

を選択してダウンロードします。リンクをダウンロードするには、それをタッ

プ＆ホールドしてから[リンクを保存]を選択します。X-431PROJ'および個人デ
ータを保護するには、信頼できるソースからアプリケーションをダウンロード

してください。設定するには[設定]> [セキュリティ]をタップし、[提供元不明
のアプリ]スイッチをオフに切り替えます。 

6.3 同期 
PCとX-431PROJ'の間でメディアファイルとAPKを転送することができます。 
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6.3.1 PCに接続する 
1. USBケーブルを使用して、X-431PROJ'を PCに接続します。 
2. 上からスワイプすると、「メディアデバイスとして接続しました」というメ
ッセージが表示されます。 

6.3.2 PCで実行する 
次の手順を実行します： 
 新しいディスクを探します。 
 ファイルをコピーします。 

6.3.3 アプリケーションのインストール 
次の手順を実行します： 
1. 「設定」>「セキュリティ」をタップし「提供元不明のアプリ」をオンに
設定します。提供元不明のアプリからアプリをインストールできます。 

2. 画面にダイアログボックスが表示されたら、「OK」をタップして確定します。 
3. ツールを「メディアデバイスとして接続」に設定し、APK ファイルを PC
からツールにコピーします。 
 

6.4 カメラ 

このオプションを使用すると、内蔵のカメラを使用して写真を撮ったりビデオ

を録画することができます。 
ホーム画面で[カメラ]をタップします。 

  
Fig. 6-2 

6.4.1 写真撮影とビデオ録画 

  をタップしてカメラモードを選択します。 
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  をタップすると写真が撮れます。 
  をタップしてシーンモードを設定します。 
 をタップすると、前面と背面のカメラを切り替えることができます。 
  をタップタップすると店舗の場所、写真のサイズ、シャッター音などそ
の他の設定が行えます。 

6.4.2 画面キャプチャ 
POWERキーとVOLUME「—」キーを押したままにします。 

6.4.3写真やビデオの閲覧 
すべての写真とビデオは内部ストレージに保存されます。次のいずれかの方法

を使用して表示することができます。  
 カメラモードで「プレビュー」をタップします。 
 ギャラリーに行く。 
 スクリーンショットを表示するには、[ギャラリー]に移動します。 

 
6.5 キャッシュをクリアする 

これにより、すべての閲覧記録とアカウントが消去されます。 
1. [設定]> [アプリ]をタップします。 
2. をタップし「サイズ順」を選択して、すべてのアプリケーションをサイズ

順に並べ替えます。 
3.  特定のアプリケーションをタップし、「キャッシュのクリア」をタップする

と、これらのキャッシュファイルが占有されている領域が解放されます。



LAUNCH                    X-431PROJ' User’s Manual — Others 

 39 

7 良くある質問  
1. どのように電力を節約するのですか？  

 X-431PROJ'がアイドル状態の間、画面をオフにしてください。 
 ➢待機時間を短くします。 
 ➢画面の明るさを下げます。 
 ➢WLAN接続が必要ない場合は、電源を切ってください。 
 ➢GPSサービスが使用されていない場合は、GPS機能を無効にします。 
2. スクリーンロックを忘れた場合はどうしたらいいですか？  

画面ロックをパターンまたはパスワードとして設定できます。パスワードを忘

れた場合は、デバイスプロバイダに問い合わせるか、デバイスをリセットして

ください。 
 警告：リセットするとデータが失われる可能性があります。ご使用の前に、

重要なデータがバックアップされていることを確認してください。 

3. システムが遅い場合はどうすればいいですか？   

この場合、次の操作を行ってください: 
＞実行中のアプリケーションをすべて確認し、不要なアプリケーションを停止

します（手順：設定>アプリケーション>実行中>目的のアプリケーションをタッ
プし、「停止」をタップします）。 
＞インストールされているすべてのアプリケーションを確認し、不要なアプリ

ケーションを削除します（手順：設定>アプリケーション>ダウンロード>目的の
アプリケーションをタップし、[アンインストール]をタップします）。 
上記のすべての手順が完了し、システムがまだ遅い場合はシステムを閉じて、

X-431PROJ'を再起動してください。 
 
4. 「不十分なストレージ容量」に遭遇した場合の対処方法   

診断ソフトウェアのダウンロード中にこの問題が発生した場合は、次の手順を

実行してください：  
1. X-431PROJ'のシリアル番号 98519 *******とユーザー名、パスワードを準備
します。 

2. カスタマーセンターに電話し、回避手順を習得してください。 
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5. X-431PROJ'をリセットするには？  

リセットするとデータが失われる可能性があります。重要なデータと情報が

バックアップされていることを確認してください。 
X-431PROJ'をリセットするには、次の操作を行います： 
1. 「設定」 - >「戻るとリセット」をタップします。 
2. 「Factory data reset」をタップします。 
3.  [タブレットをリセット]をタップします。 
4. ツールを自動的に再起動するまで「すべてのデータをクリア」をタップして

リセットを開始します。 
6. ウェブサイト上の一部の動画が再生できないのはなぜですか？  

1. 現在のブラウザは Flashの再生をサポートしていません。 
2. Flash Playerはこのビデオをサポートしていません。 
他のブラウザを使って見たり、他の Flash Playerをインストールしてみてくだ
さい。  
7. X-431PROJ'のデータと時刻を設定することができません。  

X-431PROJ'に自動日時が設定されているためです。 [設定]> [日付と時刻]の順
にタップし、[自動日付と時刻]の選択を解除し、手動で日付と時刻を設定します。 



 

 

保証  

正規販売店を通じ本製品をご購入頂いたお客様に対してのみ保証規定を適用させて

いただきます。本製品は製品番号管理により保証、保守規定を適用いたします。	 

	 

お買い上げ製品の保証期間は、商品登録日より 1年間です（材料および製造上の欠陥

を保証しています）。	 

	 

本保証は濫用、変更、意図した目的以外の目的での使用、使用に関する指示と矛盾し

た方法で使用された部分には適用されません。自動車メーターの欠陥があると判明し

た場合の問題は、修理または交換であり、LAUNCH はいかなる派生的または付随的な

損害に対しても責任を負わないものとします。	 

欠陥とみなす 終的な判断は、LAUNCH によって確立された手順に従って LAUNCH によ

って行われるものとします。	 LAUNCH の代理店、従業員または代理人は、LAUNCH 自動

車計器に関するいかなる肯定、表現、または保証にも LAUNCH を拘束する権限を有し

ていません。	 

	 

保証対象：DBS	 CARⅡコネクタ／OBD 延長ケーブル（短）／OBD 延長ケーブル（長）／

充電用機器／USB ケーブル	 

 
無料修理規定	 

1.	 取扱説明書、添付ラベルの注意書きに従った正常なご使用状態のもとで保証期間

内に故障した場合には、故障箇所を無料にて修理させていただきます。	 

2.	 保証期間内でも以下の場合は無料修理対象外となります。予めご了承ください。	 

	 	 (1)納品書又は領収書等のご提示がない場合。	 

	 	 (2)納品書又は領収書等にてお買い上げ日および販売店が特定できる書類がない

場合。	 

	 	 (3)納品書又は領収書等の字句を書き換えられた場合。	 

	 	 (4)使用上の誤り、又は不当な修理や改造による故障および損傷	 。	 

	 	 (5)お買い上げ後に本製品を落下又は外部からの圧迫などによる故障および損傷。	 

	 	 (6)火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変および公害、塩害、異常電圧な

どの原因による故障および損傷。	 

	 	 (7)故障の原因が本製品以外の機器にある場合。	 

	 	 (8)水濡れ・結露等による腐食が発見された場合および内部の基板が破損・変形

している場合。	 

	 	 (9)	 製造番号を改変および取り外している場合。	 

3.	 製品の故障に起因する付随的損害については責任を負いかねます。	 

4.	 製品の損傷状況によっては修理を承れない場合がございます。	 

5.	 本規定は日本国内においてのみ有効です。



 

 

免責事項  
上記の保証は、商品または特定目的への適合性の保証を含む、明示または黙示、

その他の保証の代わりになります。 
 
注文方法  
部品やパーツについては弊社または正規代理店に発注することが出来ます。 
ご注文の際は、注文数量、パーツ番号、商品名を明記してください。 
 
顧客サービス  
修理サービスを必要とする場合は、販売領収書の写しと問題を説明するメモを

下記あて先へ返送してください。X-431PROJ'が保証期間内であると判断された
場合は、無償で修理または交換されます。X-431PROJ'が保証対象外と判断され
た場合は、修理または検査料と商品返送の送料が発生致します。 
 
商品の送付先 
株式会社ローンチオートマーケティング 
〒410-1118 
静岡県裾野市佐野84-4 
電話番号：055-995-1320 
 
 
 
 
 
声明： 
LAUNCH は予告なしに製品の設計および仕様を変更する権利を留保しま

す。実際のオブジェクトは、マニュアルの記述と物理的な外観、色、構成

が少し異なる場合があります。本書に記載されている説明やイラストを可

能な限り正確にするため、また、不具合は避けられません。 
ご不明な点がございましたら LAUNCH の現地販売店またはアフターサー
ビスセンターにご連絡ください。LAUNCHは誤解から生じる責任を一切負
いません。 


