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※表示の本体価格は税抜価格です。
　お支払時に別途消費税額を申し受けます。

●オートメーター
　ミニプロワーニングライト3238･3239
　オプション ワーニングセンサーパーツ

油圧 / 燃圧 油温 / 水温

品　番 用　途 仕　様（ネジサイズ） 価　格
3246 油温・水温計   90℃〜  97℃（NPT1/2オス） ¥5,900
3247 油温・水温計 100℃〜110℃（NPT1/2オス） ¥5,900
3248 油温・水温計 132℃〜141℃（NPT1/2オス） ¥5,900
3241 油圧・燃圧計 1.26㎏/㎠（NPT1/8オス） ¥5,100
3242 油圧・燃圧計 2.1㎏/㎠（NPT1/8オス） ¥5,100
3243 油圧・燃圧計 3.5㎏/㎠（NPT1/8オス） ¥5,100

●オートメーター　デジタルプロシフトシステム

●オートメーター　ピルキット（チップ） ＆ MSD 7シリーズ

〔例：5356 のキット内容〕
5piece とは?……6000、6200、6400、6600、6800rpm のピルが
　　　　　　　   200rpm 刻みで各 1 ヶづつ、合計 5 ヶのセットです。

メーター関連パーツ

品　番 仕　様（パルス値） 価　格
5343 0.5・1・1.5・2・3・4・5・6 ¥32,500

品　番 仕　様 数量（個数） 価　格
5356   6,000〜  6,800rpm  5piece ¥6,800
5359   9,000〜  9,800rpm 5piece ¥6,800
5360 10,000〜10,800rpm 5piece ¥6,800

特　徴
■デジタルで回転数を表示するからわ

かり易い！
■シフトライトが LED なので昼夜問わ

ず簡単に認識可能！
■3ボタンで簡単設定・簡単操作！
■シフトポイントも簡単設定！
■首振り機構により、向きの調整がとっ

ても簡単！
■光量調整機能付！
■ピルキットが不用！
■〜12cyl ＆ DIS 車で旧車から新型

車輌まで色々なタイプに取付け可能！

ボディーアース又はバッテリー⊖端子

筒型（開磁）コ
イル車は⊖端
子に接続して
下さい。

インジェクション車の
場合はコンピューター
の回転信号に
接続して
下さい。

この配線は確実にハンダ付けして下さい
回転信号出力側

12V（＋）側 イグニッションレッド

ブラック

グリーン グリーン

−

−

＋

＋
C/P

12V
バッテリー

COIL

ヒューズ

または

カラー：P21 参照

デジタルプロライト
130㎜

5343 3238/3239

115㎜

41㎜
78㎜

19㎜ 19㎜

52㎜

ミニプロワーニングライト
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※表示の本体価格は税抜価格です。
　お支払時に別途消費税額を申し受けます。

シフトライトは本体にバンドで固定されていますが他の場所へ
の移動延長コードです。

●オートメーター　全シフトライト共通 移動用延長コード

メーター関連パーツ

品　番 長さ 約（㎜） 価　格
3257 900 ¥4,400

3257

シフトライト
オートメーター

タコ

P218、P219プロシフトライ
ト（全機種対応）のオプション
パーツです。

※特にホワイトは明るく、メーターが見やすくなります。

●オートメーター　プロシフトライト レンズtoナイトカバーセット
ブルー ､ イエロー ､ レッド
の 3 色、全部で 6 ヶ 1 セッ
トです。

●オートメーター　ミニプロライト カバーセット

●オートメーター　イルミネーションバルブ カバーセット

●オートメーター　L.E.D.イルミネーションバルブ

品　番 カラー 価　格
3250  ブルー ¥2,100
3251  イエロー ¥2,100
3252  レッド ¥2,100

品　番 セット内容 価　格カラー 個　数

3299S

ブルー 1

¥1,400イエロー 1
レッド 1
グリーン 1

品　番 仕　様 カラー 価　格
3284 ゲージ類（油温/油圧計など） レッド ¥2,300
3285 ゲージ類（油温/油圧計など） グリーン ¥2,800
3286 ゲージ類（油温/油圧計など） ブルー ¥2,800
3288 ゲージ類（油温/油圧計など） ホワイト ¥2,300

品　番 価　格
3254 ¥1,400

※ 3220 はイルミの明るさ調整を 3 種類から選択出来ます。

●オートメーター　バルブ ●オートメーター　L.E.D.イルミネーションバルブ

3218 3219 10763220

2.7W×1

3.8W×1 4.9W×1

品　番 仕　様   カラー 価　格
3294 スポーツコンプタコ,etc. レッド ¥2,000
3295  スポーツコンプタコ,etc. グリーン ¥2,300
3296  スポーツコンプタコ,etc. ブルー ¥2,300
3297  スポーツコンプタコ,etc. アンバー ¥2,000

品　番 用　途 仕　様 価　格
3218  イルミネーション  タコメーターほぼ全品 ¥1,100（2ヶ）
3219  イルミネーション  タコメーターほぼ全品 ¥1,300（ソケット付）
3220  イルミネーション  52φメーター ¥1,400（ソケット付）

1076 プロシフトライト  
&ワーニングライト  

3904,3911,5899,4899,
3906,etc. ¥700
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