81<ＥＮＧＩＮＥ ＩＮＳＴＲＵＭＥＮＴ>エンジン計器
※オイル温度計にはセンサーは含まれておりませんので、使用エンジンに
付属していない場合は別途お求め下さい。

☆ＯＩＬ TEMP GAUGE（オイル温度計）
【VDO】

☆オイル温度計センサー

【MITCHELL】

☆オイル温度計センサー
1/8NPT(FAA/PMA承認）
#81-25015 ・・・・ \5,490

5/8NPT(FAA/PMA承認）
#81-25180 ・・・・ \8,790
サイズ 2”
12VＤＣ 0゜-300゜Ｆ
#81-01581 ・・・・ \9,760

【WESTACH】

サイズ 2-1/4”
12VＤＣ
100゜-260゜Ｆ
#81-01247 ・・・・ \18,400

【FALCON GAUGE】

サイズ 2"(50.8)
120-300゜Ｆ/50-150℃
#81-03404 ・・・・ \17,100

1/8NPT
#81-01580 ・・・・ \4,320

サイズ 2-1/4”
12VＤＣ
120゜-300゜Ｆ
#81-25000 ・・・・ \14,510

☆オイル温度計センサー

※TSO承認

サイズ 2-1/4”
12/24VＤＣ
100゜-260゜Ｆ
#81-04534 ・・・・ \30,760

1/8NPT
#81-01249 ・・・・ \9,380

☆オイル温度計センサー

1/8NPT
#81-03406 ・・・・ \4,910

10×1.5mm
#81-03407 ・・・・・5,230
※ROTAX 912/914用

【ROTAX 912/914用】

サイズ 1-1/4 "(31.7)
※C (摂氏表示) 40-150℃
#81-91268 ・・・・ \48,600 (912iS/ULS)
※F (華氏表示) 100-300゜Ｆ
#81-91469 ・・・・ \48,600 (914UL)
#81-91271 ・・・・ \48,600 (912iS/ULS)

サイズ 2-1/4"(57.15)
※C (摂氏表示) 40-150℃
#81-91472 ・・・・ \48,600 (914UL)
#81-91273 ・・・・ \48,600 (912iS/ULS)
※F (華氏表示) 100-300゜Ｆ
#81-91474 ・・・・ \48,600 (914UL)
#81-91275 ・・・・ \48,600 (912iS/ULS)

【メカニカル(電源不要)】
サイズ 2-1/4”
100゜-250゜Ｆ
#81-00954 ・・・・ \27,800
※電源を必要としないメカニカル方式です。
センサー含んでいます。
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●ROTAX 912 純正センサー
(エンジンに付属しています。)
#02-965-531 ・・・・ \25,390
(10×1.5mm thread)

☆ＯＩＬ ＰＲＥＳＳＵＲＥ ＧＡＵＧＥ(オイルプレッシャーゲージ）
【VDO】

☆オイルプレッシャーセンサー
※こちらの商品は、センサーが含ま
れております。

サイズ 2”(12VDC)
0-80psi
#81-01569 ・・・・ \10,860

1/8NPT
#81-01568 ・・・・ \9,590

【MITCHELL】

サイズ 2-1/4”(12VDC)
0-80psi
#81-25030 ・・・・ \13,600

サイズ 2”
#81-01572 ・・・・ \19,800
サイズ 2-1/4”
#81-01574 ・・・・ \21,700

☆オイルプレッシャーセンサー

サイズ 2-1/4”(12VDC)
0-100psi
#81-25040 ・・・・ \13,600

1/8NPT
#81-25045 ・・・・ \10,410

【WESTACH】

サイズ 2-1/4”(8-30VDC)
0-80psi
#81-05741 ・・・・ \16,230

サイズ 2-1/4”(12VDC)
0-80psi
#81-01292 ・・・・ \58,600
HIGHグレード商品

【メカニカル(電源不要)】
サイズ 2-1/4”
0-50psi
#81-22240 ・・・・ \40,380
10-100psi
#81-02357 ・・・・ \40,900
10-130psi
#81-22242 ・・・・ \40,570

これらのオイルプレッシャーゲージには、センサーは含まれておりませんので、エンジンにセンサーが付属していない場合は、別途お求め下さい。
メカニカル以外のメーターは12V(DC)のバッテリーを必要とします。ホースは下記の耐圧ホース(1FT/30cm)を必要な長さでお求め下さい。

商品番号
58-3062

仕様
耐圧ﾎｰｽ (1Ft)

価格
¥1,200
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☆FUEL PRESSURE GAUGE(燃圧計)
【MITCHELL】

☆燃料計センサー

サイズ 2-1/4”(12VDC)
0-15psi
#81-25058 ・・・・ \16,480
0-30psi
#81-25060 ・・・・ \16,480

1/8NPT(FAA/PMA承認）
#81-25065 ・・・・ \8,330

【ISS】

CARB
サイズ 2-1/4”(12VDC)
#81-01082 ・・・・ \10,710

16PSI、NON TSO
#81-01083 ・・・・ \8,760

INJECT
サイズ 2-1/4”(12VDC)
#81-01084 ・・・・ \10,380

☆エンジン計器用ライト
エンジン計器２”及び３”用のライトです。
電源は12V(D/C)を使用します。
商品番号
84-200
84-201
84-202
84-203
84-204
84-205

ライトカラー
グリーン
ホワイト
レッド

計器
２”用
３”用
２”用
３”用
２”用
３”用

価格
¥1,670
¥1,760
¥1,440
¥1,560
¥1,870
¥1,980

☆ＯＰＥＲＡＴＩＮＧ ＲＡＮＧＥ ＤＥＣＡＬＳ
（計器関係の色標識ステッカー）
#26-03905 ・・・・ \950
※イエロー・レッド・グリーンの色の
ステッカーの組み合わせです。
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60PSI、NON TSO
#81-01085 ・・・・ \10,960

