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2018年 8月新製品

■コンパクトLEDサーモメーター

DC12V車 汎用

約29mm

温度センサー入力

温度センサー連結コード約1000mm

コード長約700mm

コード長約700mm
約57mm

黒：アース（GND）
赤：キーON電源

■メーターサイズ：約57mm×約29mm×約12mm

温度センサー各種
キットにより異なります

ボディーに軽量なスリム形状を採用し、ホワイトLED表示による視認性を高めた“コンパクトLEDサーモメーター”新登場!!
従来型温度計ボディーに比べ、
スリム形状を採用することで軽量化を図り、
カウリングやメーターパネルへのマジックテープによる貼り付けを可能としました。
更にブラックメーターパネルにホワイトLEDデジタル表示を採用することで、視認性を高めています。 ■メーターサイズ：約57mm×約29mm×約12mm
■メーター作動電圧範囲はDC10V〜DC16Vになります。 ■温度計の表示範囲は 0〜120℃です。外気温計としてもご使用頂けます。
※レーシングプラグのご使用やプラグキャップ、ハイテンションコードを純正品、及び弊社製品以外の部品に変更した場合、
ノイズにより作動が不安定になる可能性があります。
※社外品のH.I.D キットや他社製LEDヘッドライトやフォグランプ類は、絶対に同時装着しないで下さい。
バラスト/インバーター（電圧変換装置）からデジタル回路に悪影響を与える高電圧ノイズが出る物が有り、製品故障や動作不良の原因となります。
※ヘッドライトON/OFFスイッチ、社外品点火装置の同時装着は行わないで下さい。

スティック温度センサー付きセット

PT1/8温度センサー付きセット

M5温度センサー付きセット

マグネット付きドレンボルトセット

油温計アダプターΦ8付きセット

■コンパクトLEDサーモメーターは付属する温度センサーにより、使用用途、対象車両、キット品番が異なります。
■コンパクトLEDサーモメーター スティック温度センサー付きセット

■コンパクトLEDサーモメーター PT1/8温度センサー付きセット

スティックセンサーは弊社オリジナル形状です。
スティックセンサー差込口のある弊社製
アダプターやボアアップシリンダーにスティックセンサーを差込み、温度を計測します。
■弊社対象ボアアップシリンダー（スティック温度センサー）
モンキー/カブ系 V / VAシリンダー
Ape・XR50/100 Motard・NSF100F・KSR110・Z125 PRO用弊社製ボアアップシリンダー
※Ape50 キャブレター車 / 100（〜'07）用、XR50/100 Motard用ボアアップシリンダーも
センサー取付け部がありますが、バッテリーレス車の為、本製品は作動出来ません。

水温計、又は水温警告灯付き車両で純正水温センサーと交換して使用します。
ラジエター、
シリンダーヘッド、サーモスタットケースのいずれかにある純正水温セン
サーと付属のPT1/8センサーを交換し、温度を計測します。
※適合車両表につきましては、弊社WEBカタログをご覧下さい。
■オプショナルパーツとして、PT1/8温度センサーの取付けを可能とする水温計用アダ
プターがあります。
このアダプターはラジエターホースに割り込ませて使用します。
各種ユニオン径が存在します。
※水温計用アダプターにつきましては、弊社WEBカタログP536をご覧下さい。

品名
対象車両
品番/JANコード/価格
発売日

コンパクトLEDサーモメーター
スティック温度センサー付きセット
DC12V車 汎用
05-07-0004 JAN：4514162243398
2018年8月上旬予定

品名

価格￥7,100（税抜）

対象車両
品番/JANコード/価格
発売日

コンパクトLEDサーモメーター
PT1/8温度センサー付きセット
DC12V車 汎用
05-07-0005 JAN：4514162243404
2018年8月上旬予定

価格￥7,100（税抜）

■コンパクトLEDサーモメーター M5温度センサー付きセット

■コンパクトLEDサーモメーター マグネット付きドレンボルトセット

お客様でセンサー取り付け部を自作し易い、M5ボルト形状を採用。弊社でアダプターを
ご用意出来ていないバイクでセンサー取り付け部を自作して頂く際にご利用下さい。
弊社製対象ボアアップシリンダーへはそのまま装着出来、
シリンダー温度が計測可能。
■弊社対象ボアアップシリンダー（M5 温度センサー）
モンキー/カブ系 Hシリンダー/HA シリンダー/SCUTシリンダー
アドレスV125/125S 用ボアアップシリンダー

本製品に付属のドレンボルトを対象車両に装着し、
ドレンボルトにある温度センサー
取付け穴にスティック温度センサーを取り付けることで、
ドレンボルト部での温度が計
測出来ます。付属ドレンボルトはM12×P1.5のレッドカラーアルマイトになります。
■ドレンボルト確認車両
12Vモンキー・ゴリラ・モンキー（FI）
・Ape100（ʼ08〜）
・GROM・MSX125/SF
スーパーカブ110（JA07/10）
・レブル250（MC49）
・PCX・NMAX・シグナスX
トリシティ125・KSR110・KSR PRO・Ape50（FI）
※Ape50 キャブレター車/Ape100（〜'07）、XR50/100 Motardはバッテリーレス車の為、
本製品は作動出来ません。

品名
対象車両
品番/JANコード/価格
発売日

コンパクトLEDサーモメーター M5温度センサー付きセット
DC12V車 汎用
05-07-0006 JAN：4514162243411 価格￥7,100（税抜）
2018年8月上旬予定

■コンパクトLEDサーモメーター 油温計アダプターΦ8付きセット
本製品に付属のアダプター（ホース内径Φ8用）をオイル取り出し口とオイルクーラーを
繋いでいるラバーホースの間に取り付け、付属のスティックセンサーを装着することで、
アダプター部での温度を計測します。オイルクーラーの戻り側のオイルラインにて計測。
品名
対象車両
品番/JANコード/価格
発売日

コンパクトLEDサーモメーター
油温計アダプターΦ8付きセット
DC12V車 汎用
05-07-0008 JAN：4514162248942
2018年8月上旬予定

価格￥9,600（税抜）

品名

対象車両
品番/JANコード/価格
発売日

コンパクトLEDサーモメーター
マグネット付きドレンボルト
（M12XP1.5）セット
DC12V車 汎用
05-07-0007 JAN：4514162248935 価格￥7,900（税抜）
2018年8月上旬予定
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■コンパクトLEDサーモメーター

DC12V車 汎用

ボディーに軽量なスリム形状を採用し、ホワイトLED表示による視認性を高めた“コンパクトLEDサーモメーター”新登場!!
従来型温度計ボディーに比べ、
スリム形状を採用することで軽量化を図り、
カウリングやメーターパネルへのマジックテープによる貼り付けを可能としました。
更にブラックメーターパネルにホワイトLEDデジタル表示を採用することで、視認性を高めています。
■メーター作動電圧範囲はDC10V〜DC16Vになります。 ■温度計の表示範囲は 0〜120℃ ■メーターサイズ：約57mm×約29mm×約12mm
※レーシングプラグのご使用やプラグキャップ、ハイテンションコードを純正品、及び弊社製品以外の部品に変更した場合、
ノイズにより作動が不安定になる可能性があります。
※社外品のH.I.D キットや他社製LEDヘッドライトやフォグランプ類は、絶対に同時装着しないで下さい。
バラスト/インバーター（電圧変換装置）からデジタル回路に悪影響を与える高電圧ノイズが出る物が有り、製品故障や動作不良の原因となります。
※ヘッドライトON/OFFスイッチ、社外品点火装置の同時装着は行わないで下さい。

スティック温度センサー付きセット

PT1/8温度センサー付きセット

M5温度センサー付きセット

マグネット付きドレンボルトセット

油温計アダプターΦ8付きセット

■コンパクトLEDサーモメーターは付属する温度センサーにより、使用用途、対象車両、キット品番が異なります。
■コンパクトLEDサーモメーター スティック温度センサー付きセット

■コンパクトLEDサーモメーター PT1/8温度センサー付きセット

スティックセンサーは弊社オリジナル形状です。
スティックセンサー差込口のある弊社製
アダプターやボアアップシリンダーにスティックセンサーを差込み、温度を計測します。
■弊社対象ボアアップシリンダー（スティック温度センサー）
モンキー/カブ系 V / VAシリンダー
Ape・XR50/100 Motard・NSF100F・KSR110・Z125 PRO用弊社製ボアアップシリンダー
※Ape50 キャブレター車 / 100（〜'07）用、XR50/100 Motard用ボアアップシリンダーも
センサー取付け部がありますが、バッテリーレス車の為、本製品は作動出来ません。

水温計、又は水温警告灯付き車両で純正水温センサーと交換して使用します。
ラジエター、
シリンダーヘッド、サーモスタットケースのいずれかにある純正水温セン
サーと付属のPT1/8センサーを交換し、温度を計測します。
※適合車両表につきましては、弊社WEBカタログをご覧下さい。
■オプショナルパーツとして、PT1/8温度センサーの取付けを可能とする水温計用アダ
プターがあります。
このアダプターはラジエターホースに割り込ませて使用します。
各種ユニオン径が存在します。
※水温計用アダプターにつきましては、弊社WEBカタログP536をご覧下さい。

■コンパクトLEDサーモメーター M5温度センサー付きセット

■コンパクトLEDサーモメーター マグネット付きドレンボルトセット

お客様でセンサー取り付け部を自作し易い、M5ボルト形状を採用。弊社でアダプターを
ご用意出来ていないバイクでセンサー取り付け部を自作して頂く際にご利用下さい。
弊社製対象ボアアップシリンダーへはそのまま装着出来、
シリンダー温度が計測可能。
■弊社対象ボアアップシリンダー（M5 温度センサー）
モンキー/カブ系 Hシリンダー/HA シリンダー/SCUTシリンダー
アドレスV125/125S 用ボアアップシリンダー

本製品に付属のドレンボルトを対象車両に装着し、
ドレンボルトにある温度センサー
取付け穴にスティック温度センサーを取り付けることで、
ドレンボルト部での温度が計
測出来ます。付属ドレンボルトはM12×P1.5になります。
■ドレンボルト確認車両
12Vモンキー・ゴリラ・モンキー（FI）
・Ape100（ʼ08〜）
・GROM・MSX125/SF
スーパーカブ110（JA07/10）
・レブル250（MC49）
・PCX・NMAX・シグナスX
トリシティ125・KSR110・KSR PRO・Ape50（FI）
※Ape50 キャブレター車/Ape100（〜'07）、XR50/100 Motardはバッテリーレス車の為、
本製品は作動出来ません。

■コンパクトLEDサーモメーター 油温計アダプターΦ8付きセット
本製品に付属のアダプター（ホース内径Φ8用）をオイル取り出し口とオイルクーラーを
繋いでいるラバーホースの間に取り付け、付属のスティックセンサーを装着することで、
アダプター部での温度を計測します。オイルクーラーの戻り側のオイルラインにて計測。

行

注文書

品 名

品 番

価格（税抜）

JANコード

コンパクトLCDサーモメーター スティック温度センサー付きセット DC12V車 汎用

05-07-0004

￥7,100

4514162249109

コンパクトLCDサーモメーター PT1/8温度センサー付きセット

DC12V車 汎用

05-07-0005

￥7,100

4514162243404

コンパクトLCDサーモメーター M5温度センサー付きセット

DC12V車 汎用

05-07-0006

￥7,100

4514162243411

コンパクトLCDサーモメーター マグネット付きドレンボルトセット

DC12V車 汎用

05-07-0007

￥7,900

4514162248935

コンパクトLCDサーモメーター 油温計アダプターΦ8付きセット

DC12V車 汎用

05-07-0008

￥9,600

4514162248942

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号

注文数

お得意先様名

（株）スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

様

