
サーマルイメージャー
エリート

診断機器総合カタログ

MTG1500 P5

THERMAL
IMAGER

P16SMOKE TESTER P15

M2 
SCOPE METER P7

EETHJP310

VANTAGE
Ultra P6

ELEVATE YOUR CONFIDENCE

DIAGNOSTICS

THERMAL IMAGER ELITE 

サーマルイメージャーエリートは赤外線技術を使用して、摩擦、電
気抵抗、圧力変化などによって引き起こされる熱の状況を確認する
ことができます。
Wi-Fi機能を使って、保存したすべての静止画やビデオ画像を
AltusDrive.comにアップロードできます。
アップロードした画像を「Good(正常)」または「Bad(異常)」で分
類したりコメントを入力し、ご自身のデータベースとして活用する
ことができます。保存画像を印刷するのも、あなたの顧客にメール
することも簡単です。次の点検・診断と修理をより速く、そしてより
正確にするためにご活用ください。

 

トリガー型イメージ
キャプチャーボタン

microSDまたはUSBでの
PC接続で画像閲覧・保存が可能。

-20℃～450℃
 まで測定可能

EETHJP300

大画面4.3インチ
カラー液晶

ピンポイント 温度表示

測定範囲内の
温度で自動校正

十字キーによる
簡単メニュー操作

快適な操作性をサポートする
エルゴノミックピストルグリップ

MTG5000 P2-P3

DIGITAL
MULTIMETER

etc. P8-P9 

MULTI-PROBE
P10

CIRCUIT TESTER
P11 

BATTERY TESTER P12

BATTERY CHARGER
etc.  P13 

VIDEO SCOPE P14  

MTG2000-S P4

COLOR
LCD4.3

撮影撮影
MOVIE
静止画

赤外線カメラ
光学カメラ
LEDライト
搭載

-20～450℃
測定範囲

データ転送
Wi-FiWi-Fi

日本語
表示

車両の故障事例
（正常/異常)と点検のヒントを
本体に数多く収録(静止画/動画)

 

 

 

 

 

 

ピクチャー イン ピクチャー ２画面表示

不具合を明確に判断するための多彩な表示モード。

1-3倍ズーム表示サーモグラフィ透過表示 0-100%（画面は60%透過）

PROMOTION
MOVIE

SPECIAL
WEBSITE

カラーパレット温度スケール
インジケーター

お問合わせは●ツールを安全に使用いただくため、必ず取扱注意事項をお読みください。
　(取扱注意事項は、ユーザーマニュアルおよび製品カタログに記載されています)
●製品の仕様および価格などの情報につきましては、予告なく変更することがありますので、
ご了承ください。
●掲載されている商品写真の色は、光源などにより実際と異なる場合があります。

SHOPKEY®、VERSATORQ®、VANTAGE®、DOCKER LOCKER®、LOXOCKET®は
Snap-on Inc.の登録商標です。
上記以外の登録商標（以下）は所有者の許可を得て使用されたもので、その所有権は所有者に属します。
ACR®、PHILLIPS®、POZIDRIV®、TRI-WING®はPhillips Screw Co.の登録商標です。
トルクス®、トルクスプラス®、TORX®、TORX PLUS®はTextron Inc.の登録商標です。
VISE GRIP®はPetesen Manufacturing Company,Inc.の登録商標です。



MULTI-SUPPORT SCANNER
MTG5000

会員登録ページ
故障診断技術サポートセンター

MTG5000 
SCANNER MTG5000

最新にして最高の
スキャンツール。
国産車・欧州車カスタマイズ
機能が標準搭載。

スキャナー基本機能・操作性が更にパワーアップ！

OBD-II

取
読

去
消

N E W
FUNCTION

N E W
FUNCTION

エンジン/ＡＢＳ/エアバック/その他、車両に搭載
されたシステムの故障コード読取/消去に対応。

故障コードのチェックに加え、
タイヤ/エンジンオイル/バッテリーの診断結果の入力、
診断情報の履歴検索が可能。
また診断結果をダイレクトプリントして、お客様への
確認書類として利用いただけます。

車両の登録番号を入力することにより、車両の管理
が可能になりました。同じ車種を何台も持っている
ユーザーなどの管理にとても便利です。

故障コードが出た際のデータモニターを表示。
※欧州車はエンジンのみ対応（ＯＢＤ-Ⅱ接続）

スキャナーから各コンピューターに疑似信号を送り、
特定の部品を作動/停止。
（例：パワーバランス、電動ウォーターポンプ強制駆動）

排ガス関連の監視システム（制御部品が正常に作動
しているか）を確認可能。

従来の実測値に加え、
最小値/平均値/最大値を表示。細かい
トラブルシューティングに対応可能。

計測データのグラフ化機能を搭載。
変化が激しいデータの分析に最適。

シートベルトの警告音・ルームランプの時間設定等、
国産車のカスタマイズにも対応。

センサー交換後の初期化や学習、車検時・日常整備を
サポート。（例：ブレーキフルード交換、エア抜き等）

ダイレクト
プリントした
診断結果
↓

欧州車のコーディングカスタマイズはコンピューターの設定変更となる為、これまでかなりの知識や技術が必要でした。
MTG5000は誰でも簡単にコンピューターの設定変更を可能にし、欧州車7メーカーのコーディングカスタマイズに

）YELTNEB、EHCSROP、INIM、WMB、SEDECREM、IDUA、WV：ーカーメ車州欧応対（。すまいてし応対

故障診断技術サポートセンター
と最新版ソフトでWサポート。
故障診断技術サポートセンター
は下記より会員登録可能。
使い方から修理のアドバイスま
で対応しています。

欧州車オーナーの間で流行しているコーディングカスタマイズに対応。

本体背面のスタンドを、ハンドルに引っかけて使用
する事で楽な姿勢で診断作業が行えます。

デイライト:ON
照度100％

デイライト：ON
照度20％に変更

デイライトのON/OFF設定の他に、明るさの変更も
可能です。

BMWではデイライトやナビゲーション・メーター画
面のロゴ、リバース音等の変更が可能。

通常のナビゲーション画面には表示されないデイライトの項目を、コーディングカスタムにより追加、選択が可能。

故障診断技術サポートセンター
アップデートは、Wi-Fi / パソコン / USB の3種類から選択。Wi-Fi環境が整って
いれば、どこでも簡単にアップデートでき、通信環境が無くてもUSBで対応可能。

Wi-Fiで簡単アップデート
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デ

タ
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ト

理
管
両
車

断
診
車
愛

デ

タ
ニ
モ
タ

会員ページ
サポートセンター

コーディング
対応表
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 OPTION
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。

日産車用TPMSアクティベータ 日産車用レトロアダプター いすゞ車用レトロアダプター

ワニ口アダプター

MTG2000-S専用
ブーツ

MTG2000-S-PRMTG2000-S-RSMTG5000SHEET

TPM-TPMSVT15

MTG2000-S-C1

TPM-NSN-14P

TPM-OBD2-16P

TPM-ISUZU

TPM-C2MTG2000SBOOT

各システムのコード読み出し消去、データモニタ、作業サポ
ート、アクティブテスト、カスタマイズが可能。

専用プリンター（オプション)のブルートゥース
接続機能で高速プリントアウトが可能。

ブルートゥース通信によりスマートフォン・
タブレットのアプリで操作が可能。

MTG2000-S MTG1500
SCANNER MTG2000-S CODE READER MTG1500

取
読

去
消故障コード

取
読

去
消故障コード

監視システムのテスト値 メンテナンスモード

作業サポート アクティブテスト レディネステスト

P,B,C,Uコードの読み取り、消去が可能。全
自己診断のスピードが飛躍的に向上。通信し
ているコンピュータ名も表示されます。

HV車のブレーキエア抜き、整備モード、日産
車の急速TAS学習、トラックのDPF強制再生
、インジェクターID登録、欧州車のサービス
インターバルリセットなどに対応。

パワーバランス、冷却ファン駆動、電動ウ
ォータポンプ駆動など各コンピュータに診
断機から信号を送り、強制的にアクチュエ
ータを作動・停止させることが可能。

OBD-II

11項目（ミスファイヤ、02センサな
ど）からなる排ガス関連の制御部品
が正しく許容範囲内の状態かを監視
するシステムです。

21メーカー対応

国産乗用車８メーカー、オプションに
て欧州車９メーカー、トラック４メー
カーに対応。

カスタマイズ データモニタ アイドルストップ車

シートベルトの警告音やルームラン
プの設定時間などを変更可能。

エンジン、AT/CVT、HV、ABS、エアバッ
グ、電動パワステなどの各システムのデ
ータを表示、OBD2はグラフ表示も可能。

OBD2システムのデータが数値また
はグラフ表示可能。

セルモーターの始動回数をカウントし
ており、一定の回転数に達するとセル
モーター交換の警告サインがでます。

P,B,C,Uコードの読み取り、消去が可能。詳
細表示画面では「データ保存」が可能。保存
したデータは「履歴」から閲覧できます。

作業サポート

HV車のブレーキエア抜き、整備モード、
吸入空気量学習(日産TAS)、サービスイ
ンターバルリセットなどに対応。

O2センサ・触媒コンバータ・シリンダ
ーなどのテスト値が表示されます。

カスタマイズ

シートベルトの警告音やルームラン
プの設定時間などを変更可能。

データモニタ

履歴 本体 ID

保存したデータを表示できます。 よく使うメンテナス機能（バッリー交
換やオイル交換など）が集約されて
います。 

本体ID（シリアル番号）、アップデー
トおよび保証期間を確認できます。

MTG2000-S専用
保護シート

MTG5000専用
保護シート

ブルートゥースプリンター

OS言語： 日本語/英語/ロシア語 OS言語： 日本語/英語/ロシア語

FOR
JAPANESE
CARs

FOR
JAPANESE
CARs

※オプションの専用ブーツ装着時

OBD2+国産乗用車8メーカー
+国産トラック4メーカー
+欧州車7メーカー標準対応
+オプション：スーパーカー
  ４メーカーソフト(MTG2000-S-EU)

液晶画面をすり傷等のダ
メージから護ります。
※標準付属品

OBD2+国産乗用車8メーカー標準対応
+  ： ンョシプオ 欧州車5メーカー(MTG1500-EU)
+ トフソ FPDーカーメ4クッラト産国 ： ンョシプオ (MTG1500-DPF)
※トラックのモデルによっては、オプションの電源ケーブル等が必要な場合があります。

診断コネクターに電源がき
ていない車両の診断を行う
際に必要です。
※MTG5000/2000-S
　標準付属品

シガー電源ケーブル
診断コネクターから電源供給でき
ない場合に使用します。
※シガー電源ケーブルと
　併用します。

）用0051GTM（   

OBD2電源アダプター
※シガー電源ケーブル
と併用します。

車や壁へ接触した時のキズを防止しま
す。手の滑りを抑え、グローブ装着時に
も持ちやすなります。

TPMS（タイヤプレッシャー・モニタリング・システ
ム）タイヤプレッシャーセンサに内蔵されているバ
ッテリーが消耗して交換した場合、センサの不良で
交換した場合、タイヤローテーション後､スタッドレ
スタイヤに交換後等にセンサの登録が必要になり
ます。スカイライン（V37/HV37）、エルグランド（
E52）、フーガ（Y51）、GT-R（R35）に対応。

（3P/10P/20P）
※フォワード、ギガ
（2006年頃まで）及び
バスに必要です。
(ソフト一覧表で確認し
てください。)

MTG5000/2000-S用自己診断
結果や表示データを印刷することの
できるサーマルドットプリンターで
す。Blutooth機能で配線のわずら
わしさから解消されます。お客様に
自己診断結果を提示するのに便利
です。
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クランクポジションセンサー、ノック
センサー、MAFセンサーなど車両に
合わせた各種のテストデータは２０
０万件以上を収録。車種、センサー
別に適したオートスケール設定機能
で、操作時間を短縮し正確な診断を
サポートします。

部品テストガイド機能はテストを
行う対象の場所や接続方法、基
準波形などを案内してくれます。

EAK0301B14A

センサー、ソレノイド、イグニッショ
ン、インジェクターなどのコネクタ
ー形状や端子配列、配線色やロケ
ーション、基準波形などのインフォ
メーション機能で整備書を見なくて
も素早く的確な診断が可能です。

VANTAGE-Ultra M2 SCOPE METER 
OSCILLOSCOPE EETM309T14J

2チャンネルのオシロスコープとグラフ表示可能な
デジタルマルチメーター（ＤＭＭ）の機能がこの1台に集約

TWO-CHANNEL SCOPE METER

■フルカラー、バックライト付き高解像度ディスプレイ
■視認性の高い大きめの測定値表示と最大/最小値なども同時表示、グラフ表
示への切り替え、モニターカラーの切り替えも可能なマルチ表示モニター。
■8-12時間の連続使用が可能な充電式バッテリー搭載。
■ACアダプターで充電中も測定が可能。
■CAT IIIおよびCAT IV認証。ハイブリッドや電気自動車にも対応。
■単体使用だけでなく、Verus-EdgeなどのSnaponマルチスキャナー
とワイヤレス接続ができ、走行中のモニタリングなども可能です。
■25μ秒～10秒のスイープレート（DMMモードでは最大60分）
■10ＭΩの高入力インピーダンス - 電子部品損傷のリスクを回避します。

オプションの低電流
測定用プローブを
使用すると、点火コ
イルや燃料噴射装
置、フューエルポン
プ、リレー、電気モ
ーターおよび暗電
流・待機電流の測定
が可能です。

Min/Maxボタンを押すと、
測定値の下に、MIN（最小値）、
MAX（最大値）の数値が表
示します。

6種のプリセットモードでイ
ンジェクターやソレノイドの
波形測定も簡単にできます。

チャネルあたり20メガサンプル/秒、画面あたり
290データポイントで、コンポーネントの不具合
や異常を簡単に確認できます。8つのプッシュス
イッチとスクリーンメニューで簡単セットアップ、
ピーク検出やフリーズ機能なども簡単に切り替え
が出来ます。2チャネルなので、2色の波形を並べ
て表示でき比較も簡単です。

年型/メーカー/車種を入力してガイド
に従うか、特定の部品やシステムを選
択するだけの簡単操作。

OBD CAN テストボックス
診断作業を安全・簡単に。7つの機能を搭載した
ブレイクアウトボックス。

EEMS324PSA　

EEPV302AL

EEPV302AT

EEPV302AH

EAX0024B30A

対応車両:12ｖ/24v

1.OBDIIポートテスト
2.電圧モニタリング
3.通信プロトコル検出
4.CAN信号検知

最大値、最小値の表示 8つのプッシュボタンと
スクリーンメニューで簡単操作

ETA308D MTTL900-KITSTAOLC12-24V

精密な高解像度ディスプレイにより、車両の
欠陥や部品の故障を簡単に確認できます。
タッチスクリーンとアイコン表示で簡単操作。
表示診断結果と画面の画像は内蔵の
MicroSDカードに保存。保存データは
USBポート経由で、ShopStream-
Connect（アプリ）を使ってファイルの
保存、共有、閲覧、印刷が行えます。

２チャンネル表示 コンポーネント
テストガイド

センサーごとの
最適設定

コンポーネント
インフォメーション

 OPTION 低電流プローブ
(高精度タイプ)

DMMとして
電圧（直流/交流）、抵抗、周波数、デューティ比、パル
ス幅、導通テスト、ダイオードテスト、静電容量の測定
に加えて、AUX（電流、温度、圧力測定）モードを搭
載。電圧測定は0-100ｍＶ̃0-1,000 V のスケー
ル選択、測定値表示と最大/最小値なども同時表示
させたり、グラフ表示への切り替えも可能です。

オシロスコープとして

低圧用（0-100PSI）

中圧用（0-500PSI）

高圧用（0-5,000PSI）

延長ケーブル（約1.8ｍ）

圧力トランス
デューサー

圧力トランス
デューサー
アダプター 

5.オルタネータ充電モニター
6.ECUバックアップ電源
7.DC電力供給 診断に便利な特殊コネクター※STC-ASLK100B・STC-ATLK130B両方に付属。

100PIECE

130PIECE

ニードルプローブポテンショメーターエアバッグシュミレーター

マルチメーター/検電テスター用
Y型端子アダプターキット

オートバイから一般車両まで網羅する、
12種類のY型ターミナルリードキット。
Y型ターミナルリード
先端がオス端子、メス端子、4ｍｍバナナ（メス）端
子のY型形状。丸型端子6種・平型端子６種（共に
極小サイズ含）、計34個をパッケージ。
高品質シリコンケーブル
冷間時にもしなやかに動き、高温にも耐える高品
質シリコンを採用。
4mmバナナターミナル
変換アダプター付属

エアバックインフレータ
モジュール及び、
シートベルトプリテンショ
ナー取外しの際に、
フォルトコード入力を防止
する抵抗モジュール。

センサー系の
回路診断に便
利な、ダイヤ
ル式可変抵抗
リード。

針の様に細い
バックプローブ
ピンです。コネ
クターを外さず
に点検が可能。

１本で３用途

オシロスコープ/マルチメーター用
マイクロ～ラージサイズの丸型＆平型端子のテストリードセット

STC-ASLK100B　 STC-ATLK130B　Y型テストリードを含んだ
１００ピースセット

幅広い対応が可能な
１3０ピースセット

■大型８インチ高解像度タッチパネル式カラーディスプレイ！
外光に左右されず、いつも読み取りやすいです。

■簡単操作！タッチ操作または、十字キーパッドは、手袋をつけ
たままでも操作が可能です。

■面倒なスケール調整は不要！点検する車種とコンポーネント
を選ぶだけで最適なスケールに自動調整してくれます。

■診断に悩まない！カプラ形状や配線色はもちろん基準波形
も表示されます。

■超高速起動！わずか5秒で起動し、30秒で診断結果が出せます。
■充電式リチウムイオンバッテリー搭載！連続稼働3時間、バッテ
リーは交換可能。AC電源アダプターで連続稼働もできます。

■データ保存、PC連携が可能！専用アプリでデータファイルの
保存、共有、閲覧、印刷が可能です。

整備書データに２チャンネルの
高速オシロスコープとグラフ表
示可能なデジタルマルチメータ
機能を融合

1981年以降の米国、アジア、ヨーロッパの
メーカー40社以上のテスト情報を
200万件以上収録。
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オルタネーター充電電流測定 始動時電流測定

MULTIMETERMULTIMETER 

DIGITAL CLAMP ON METERDIGITAL CLAMP ON METER 

ADVANCED 
DIGITAL MULTIMETERMULTIMETER 

ADVANCED 
DIGITAL

EEDM596FKJ

EEDM525E EEDM504D

アドバンスド デジタルマルチメーター

Apple®/A
ndroid™対応
EEDM596FK
専用アプリを
無料配信中

・温度計測用プロープ ・収納ケース
・インダクティブピックアップ

・アリゲータクリップ・テストリード・本体

タブレットやスマートフォンで数値表示の他にグラフ表
示も可能。
保存データは、測定値の他に日時、作業者、点検車両の
情報の登録もできます。
測定結果は、タブレットやスマートフォンでメール
（PDF,CSV）や印刷が可能。

Apple®/Android™スクリーンショット

Apple®:
iOS 9.0以降のiPhone、
iPad、iPod touchに対応
Android™
バージョン6.0以降に対応

マルチメーターとタブレット・
スマートフォンが簡単にリンク
できる無料専用アプリ。

タブレットやスマートフォン
で表示・保存、そのまま、
メールやSNSで共有
できるHV・EV対応、
次世代マルチメーター。

本体、テストリードセット、キャリーポーチ、
バッテリー&ヒューズ、温度測定用プローブ、
取扱説明書

本体、テストリードセット、
キャリーポーチ、
バッテリー&ヒューズ、
温度測定用プローブ

クランプオン
デジタルマルチ
メーター

MIDDLE CLASS

オートレンジ機能、
バーグラフ表示機能
付きのエントリーモデル。

カラー液晶搭載で
自動車部品の
単体点検に最適。

・テストリード
・アリゲータクリップ
・ソフトケース

S E T
・テストリード
・アリゲータクリップ
・ソフトケース

暗電流測定に最適な
低電流プローブ一体型テスター

EEDM575DJ EEDM570J

車両用デジタルマルチメーター

MTTL7008

テストリードキット

ENTRY CLASS

S E T

S E T

MTTL800 MT5868-1

色分けされているバックプローブ、長さ
1220mmのテストリードは二重絶縁シリ
コンスーパーフレックスワイヤー製。大型ワ
ニ口クリップ、ニードルバックプローブアダ
プター、絶縁貫通プローブ、グラバー式リー
ド、スプリンググラバー式リードのセット。

S E T S E T

ヒューズブロックやコネクタの
テストに最適。
4mmバナナジャック

OPTION
平型バックプローブ

専用のケーブルを用意することなく、
ワニ口クリップに取り付けるだけ。プ
ローブの根元が3色で視認性が良く、
誤接続しにくくなります。

MTTL430

バックプローブセット マイクロバックプローブ

MTTL7007

最新の小さいカプラーにも
対応し、オシロスコープの信
号取り出しに最適。

EETH501D

EETA501C EETA502C EETA503C EEDM5830

EETH502D EETH503D

液体温度測定用
プローブ

電流プローブ

表面温度測定用
プローブ

気温測定用
プローブ

測定範囲
-40～400℃

測定範囲
0～400A

測定範囲
0～2000A

低電流用
測定範囲
0～60A

測定範囲
0～30A

測定範囲
-40～400℃

測定範囲
-40～400℃

リード式温度プローブ
アダプター付きセット

乗用車の充電～始動まで
100mA-400A対応 0

安心の長期保証

年保証7

乗用車の充電から始動まで対応できる
電流プローブ一体型テスター
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MULTI-PROBE PRO 

MULTI-PROBE ULTRA

EECT800

EECT900

電源供給＆アース短絡機能で
部品の作動確認・電源とアースの確認に最適。
電圧測定の他、コンポーネントの正確な作動確認が可能なマルチプローブ。

検電
テスター

導通
チェッカー

オーディオ
チェッカー

+B/GND
供給

ボルト
メーター

画面右上の＋アイコン（赤く点灯）と
ビープ音により、電源回路の測定電圧
とバッテリー（＋）電圧差が ±0.5V以内
である事をお知らせ。

電源（電圧）チェック

画面左上の－アイコン（緑に点灯）と
ビープ音により、アース回路の測定電圧
とバッテリー（－）電圧差が 0.5V以下
である事をお知らせ。

アースチェック

マルチプローブ プロ

マルチプローブウルトラ

4モード+スイッチ設定で、
乗用車からトラックまで対応可能な、
唯一無二の超多機能テスター。 

最大45A（瞬間値）
抵抗値表示

最大/最小値表示
測定（TIP）電流表示
サーキットブレーカー設定
+電源/－グランド供給
電流（A）

バッテリー電圧表示
+/-インジケーター表示

最大/最小値表示
測定（TIP）電圧表示
サーキットブレーカー設定
+電源/－グランド供給
直流電圧（DC-V）

Batt Stat（バッテリーの状況確認テスト）
Hot Shot（電力/グランドの性能テスト）

選択項目
最大/最小値表示

５項目の切替表示
・AC-V（True-RMS）
・AC-V（Peak to Peak）
・周波数(Hz)  ・パルス幅(PW)
・デューティ比(Duty)

交流電圧（AC-V）

パルス幅
+/－の表示切替

電圧警告表示機能
500mV以上の場合

最大/最小値表示
+抵抗表示
抵抗（Ω）

防塵・防水

IP65
パワースイッチ
3モード

サーキット
ブレーカー
2-30A

検電
テスター

マルチ
メーター

+B/GND
供給

HOT
SHOT

（ロードテスト）

5V制御部品のテストを可能にするマルチプローブ専用アダプター。 

EECT900-10

■電圧値測定、電源、アースのショートや断線の検出に使用。
■LCDディスプレイでサーキットの電圧
　（3～19.99V）を正確に把握することが可能。 
■バックライト LEDは緑でアース、赤で通電を表示。 
■視認性に優れ、使いやすい Instinct®クリアハンドル
　（米国特許取得）。
 

簡単に手で緩められる構造。接続部
は水分が入らないようOリングでシ
ールされているため、長寿命。

LCDディスプレイでサーキットの電圧を
正確に把握することが可能。

デジタル液晶サーキットテスター 

※エアバックの点検には使用しないでください。

EECT400R RED

EECT400 BLACK EECT400G GREEN

EECT400O ORANGE

コードレスサーキットテスター

コードレスサーキットテスター
（バイブレーター機能付き）

■自動車、バイクの直流電圧が簡単に測定可能
(DC直流専用 )3～ 24V。
■アースケーブルを使用しないシンプルな人体アース
検電テスター。
■LEDライトとビープ音でお知らせ。
　(電圧表示はありません。)
■タイトな場所でもアクセス可能な
　Mini Instinct®（米国特許取得）。
■ショートステンレスシャンク仕様。
■軽量で持ち運び容易なポケットサイズ。
　(ポケットクリップ付き )
■内蔵バッテリー連続使用時間 : 約 30時間

EECT200

EECT201BL

EECT401

※エアバックの点検に 使用しないでください。

EECT725V MULTI-PROBE ADAPTOR SPECIALTY CIRCUIT TESTER 

CIRCUIT TESTER 

マルチプローブ用
5V変換アダプター

ヒューズ電流計

■車両のヒューズを取り外すことなく、ヒュー
ズに流れる電流量を測定することができます。
■回路をリセットさせることなく測定ができる
為、不具合が発生しているECUなどの
　暗電流の測定も簡単です。
■使い方は測定するヒューズのサイズと容量を
設定したら、ヒューズ上部にテストリードを
付けるだけ。
■挟み込み型ヒューズアダプター3種類
　(ミニ、マイクロ /ノーマル /マキシ )
　とキャリングポーチが付属。
 

シガータイプ デジタル
サーキットテスター 

PROMOTION
MOVIE

TRAINING
MOVIE

保証

保証

Sロゴが点灯しピープ音と
バイブ作動でお知らせ。
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リップルノイズまでもグラフ表示が可能な
最上級モデル。

始動テスト・充電テストにおすすめ。
抜群の機動性を保証するワイヤレスモデル。

仕様

スタンダード/AGM

CCA/SAE/EN/IEC
CCA 100-1400

放電バッテリー測定レベル
バッテリータイプ

対応規格
CCA（SAE）レンジ

6V以上

仕様

スタンダード/AGM
GEL/EFB

CCA/CA/SAE/EN
IEC/DIN/JIS
CCA 100-2000

放電バッテリー測定レベル

バッテリータイプ

対応規格

CCA（SAE）レンジ

1V以上

仕様

スタンダード/AGM/GEL/EFB

CCA/CA/SAE/EN/IEC/DIN/JIS
CCA 100-1700

放電バッテリー測定レベル
バッテリータイプ

対応規格
CCA（SAE）レンジ

1V以上

仕様

スタンダード/AGM
GEL/EFB

CCA/CA/SAE/EN
IEC/DIN/JIS/MCA
CCA 100-2000

放電バッテリー測定レベル

バッテリータイプ

対応規格

CCA（SAE）レンジ

1V以上

スタンダード
クランププリンター内蔵なので、

テスト結果をその場で
プリントアウト可能。

ミニ
クランプ

スタンダード
クランプ

WORLD
PATENT8STEP Li-ion FULL AUTOMATIC CHARGE マイコン制御による電圧・電流ダブルコントロール。

・専用保護プロテクター
・コネクションリード
・専用ポーチ

CHARGE START
小型バッテリー
モード

自動車バッテリー
モード

リチウム
モード

モードボタンを押して充電モードを選択

充電モードを記憶し、次回以降は自動で
充電を開始します。

イグニッションアナライザー

4種類の測定・4種類の表示で
イグニッションコイルの不良をチェック。

Indicator Eyelet
BATTERY CHARGER OPTION 

4mode

測定値を折れ線グラフとして時系列に表示。
時間経過による変化を確認可能。

チャート

             任意の期間の最大値/最小値/平均値を
測定しグラフで表示。各期間は並べて表示され、
シリンダー毎の比較に最適。

比較

3つの測定項目を同時に数値表示。メイン項目は
アナログメーターで視覚的に確認可能。

数値

時間軸上に信号振幅を表示し、オシロスコープ
のように視覚的な点検が可能。

波形

4type

イグニッションコイルの点火2次電圧レベル
を数値化。（実際の電圧値とは異なります）

２次電圧

点火の始まりから終わりまでの
時間を測定。

点火時間

1次コイルへ電流が流れ始めてから遮断
されるまでの時間を測定。

１次電流通過時間

RPM
4サイクル/2サイクル/同時点火エンジン
の回転数（RPM）を測定。

エンジン回転数

3system 4サイクル 2サイクル 同時点火
4 2 WS

Extension Cable with Clip-on Sensor
IGNITION ANALYZER OPTION

クリップ式
センサー

BATTERY CHARGER

IGNITION ANALYZER

BATTERY TESTER 
ADVANCED WIRELESSEECS750A EECS550A CTEKMXSLISOJ

大型
クランプ

PRE ADVANCED

STANDARD

EECS350

EECS150

グラフ表示機能に加え、24Ｖの始動・充電テストが可能。

コンダクタンステクノロジーを搭載した
スタンダードモデル。

高性能バッテリーチャージャー

GTCTA505J

CTEK56382

GTC505-CSC

バッテリーテスター

バッテリーの充電状況が一目でわかる
インジケータ表示付きコネクションリード。 

アクセル操作しながらの確認や、
走行中のモニタリングが可能。 

インジケーターアイレット 

クリップ型センサー付き（着脱可能）
延長ケーブル（2m） 

8段階の充電アルゴリズムにより
鉛バッテリーからＩＳＳバッテリー・
リチウムバッテリーまで幅広く対応。 

安心の長期保証

年保証5

S E T
鉛酸/リチウム
両用

防塵・防水
IP65

PROMOTION
MOVIE

PROMOTION
MOVIE
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ゴーグル使用イメージ

UVライトでリーク部分が発光、
付属のゴーグルを着用すれば、
より視認しやすくなります。

※上記の項目に限らず、様々な場面でリークテストが可能です。

クランプの緩みなどによるエアー漏れ、エア吸い、水漏
れ、オイル漏れ、排気漏れ、燃料漏れ等、多彩な用途で
作業効率、精度が上がります。

スモーク液

容量：236㎜ℓ
（テスト200回分）

VIDEO SCOPE SMOKE TESTER  

BK3000

ビデオスコープ スモークテスター

INTEGRATED
INSPECTION SCOPE

COMBINATION
INSPECTION SCOPE

SEPARATE SCOPE

IMAGER イメージャー
Φ8.5mmシングルレンズ
側視ミラー付属

一体型ポケットビデオスコープ

BK5600DUAL55

IMAGER イメージャー
Φ5.5mmデュアルレンズ

ポケットにも入る
ハンディタイプ。

BK5600DUAL85

IMAGER イメージャー
Φ8.5mmデュアルレンズ

イメージャー交換式ビデオスコープ

デュアルカメラ搭載エントリーモデル。

分離型ビデオスコープ

動画保存可能な、カメラ分離モデル

IMAGER イメージャー
Φ8.5mmデュアルレンズ

BK6500

IMAGER イメージャー
Φ5.5mmデュアルレンズ

BK6500DUAL55

ワイヤレスビデオスコープ

Wi-Fiでタブレットやスマホとの
連携が可能。

WIRELESS

SEPARATE SCOPE

IMAGER イメージャー
Φ8.5mmデュアルレンズ

BK8500

IMAGER イメージャー
Φ5.5mmデュアルレンズ

BK8500DUAL55

Imager Option 
5.5mm DUAL VIEW IMAGER
Φ5.5mm デュアルレンズイメージャー

3.8mm FORWARD VIEW IMAGER
Φ3.8mm シングルレンズイメージャー

8.5mm DUAL VIEW IMAGER with UV LIGHT
紫外線ライト付き Φ8.5mm デュアルレンズイメージャー

BK-IMG-F-38

BK8000-55

BK8000-UV

EELD500

EELD500-1

COLOR
LCD5640×480

解像度

撮影撮影
MOVIE AUTO/MANUALAUTO/MANUAL

コントロールコントロール

画像補正

データ転送

マイクロSD
USBUSB

APP

Android®Android®
iOS®iOS®

Windows®Windows®
内蔵式

リチウムイオン
バッテリー

内蔵式
リチウムイオン
バッテリー

電源 キックスタンド＆
マグネットベース

COLOR
LCD640×480

解像度

内蔵式
リチウムイオン
バッテリー

内蔵式
リチウムイオン
バッテリー

電源 キックスタンド＆
マグネットベース

4.3

スモークテスターを使用すれば
様々な漏れのテストが可能。

テスト可能な項目

S E T

S E T

DIGITAL
SMOKE MACHINE

ANALOG
SMOKE MACHINE

エアーダクト

インテークマニホールド

PCV バルブとホース スロットルボディ
ターボチャージャー配管 バキュームホース

エキゾーストマニホールド マフラー排気漏れ インタークーラー配管 インテークガスケット
インジェクター Oリング エアフロメーター

シリンダーヘッド EGR バルブ
フューエルタンクEVAP（燃料蒸発ガス再循環装置）

エアーバルブ

各ホースのクランプミス オイル漏れ・雨漏れ

Related items

EELD100A

■スモークテスターEELD100Aの機能を大幅に進化させたモデルです。
■リモートコントロール機能搭載。付属のリモコンで離れた場所からも操作できます。
■デジタルコントロール機能で診断リークサイズ（0.25㎜/0.5㎜/1㎜）に合
わせて自動でスモークを調整、更にパルス・スモークモードは、アナログモデ
ルでは検出しづらい微小なリークの検出に役立ちます。

■デジタルゲージ搭載でより正確に圧力変動（漏れ状況）が把握できます。
■オートテスト機能は圧力状況を自動で認識して良否判定をしてくれます。
■バキュームポートアダプター搭載。マイティバックの取付けや、
　スモークホースを2本に増やす事ができます。
■車両の12Vバッテリーへの接続以外に、オプションの(旧タイプ)
　14.4Vニッカド＆18Vリチウムバッテリーの使用が可能です。

排気ガスや燃料蒸発ガスなどの排出ガス関連のDTCコード（故障コード）の診断に最適です。
車両の12Vバッテリーに接続し、ショップエアーを使用してスモークを発生させるだけで、
排出ガス関連以外にも吸排気系やEGR、雨漏れなど多種多様な点検に活用できます。
スモーク（煙）だけでなく、ＵＶライトを使用すれば、わずかな漏れもより発見しやすくなります。
N2やCO2ボンベ（不活性ガス）を使えば出張作業に便利、不活性ガスで安全に点検ができます。

安心の長期保証

年保証3

・UltraTraceUV®スモーク液　     ・大型コーンアダプター          ・コーンアダプター(吸排気管用)
・各種プラグ用キャップセット           ・スモークディフューザー（エアー/水漏れテスト用）
・EVAPサービスポートアダプター   ・バルブ着脱ツール（ムシ回し）  ・LED UVライト　
・イエローゴーグル                       ・着脱式バッテリークランプコード（電源コード）
・AUXアダプターホース・リモコン

■スモークテスターは、OEM 承認されたSmartSmokeテクノロジー
(特許技術)で、車両の多種多様の漏出テストを行うことを可能にする装置です。

■スモークによって、排出ガス（排気ガス、燃料蒸発ガス）関連の上位10
種類のDTCコードの内8つがスモークテスターで診断ができます。

　特にEVAP の漏出テストは安全に、速く、簡単、正確に行う事ができます。
EVAP以外にも吸排気・EGRの漏れやオイル漏れ、雨漏れ、風切り音
などの多種多様な点検に活用できます。

■スモークテスターで使用されるUltraTraceUV®スモーク液
　（特許技術）は、スモーク（煙）だけでは確認しづらい漏れでもUVライ
トを使用する事で容易に漏れ箇所を発見する事ができます。
■微細なスモークを発生させる事が出来る為、わずかなリーク（漏れ）まで確認する事ができます（約0.025㎜）。
■UltraTraceUV®スモーク液（特許技術）は、O2センサーやEVAPなどの各種センサー類に
不具合を与えない事をOEM承認された唯一の商品です。人体に対して安全で、工場に不快な
臭いを発生させません。

■目盛付きスモークフローコントロールバルブ、フローメーター、圧力ゲージ（圧力/真空インジケーター）を搭載。
■12V電源とショップエアー（整備工場の圧縮空気）をつないだら、電源スイッチをONにして、
　バルブを動かすだけの簡単操作。
■ショップエアー以外に、不活性ガス【N2(窒素)やCO2(二酸化炭素)のボンベ】の使用も可能です。

・UltraTraceUV®スモーク液   ・コーンアダプター(吸排気管用)　
・各種プラグ用キャップセット  ・スモークディフューザー（エアー/水漏れテスト用）、
・EVAPサービスポートアダプター　・バルブ着脱ツール（ムシ回し）
・LED UVライト　・イエローゴーグル、

安心の長期保証

年保証2

静止画

データ転送

マイクロSD
USBUSB

全景カメラ
本体背面に内蔵

撮影撮影
MOVIE
静止画

COLOR
LCD640×480

解像度

電源

4.3
単三アルカリ
乾電池×6本

データ転送

マイクロSD
USBUSB

PROMOTION
MOVIE

PROMOTION
MOVIE

PROMOTION
MOVIE

特許取得済みのUltraTraceUV®
色素溶液は、漏れを正確に示します。
スモークは人体に安全で、作業場で
の不快な臭気を生成しません。
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