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機能一覧
■スピードメーター 0 〜 360km/h タイヤ外周設定（設定範囲 50 〜 210％ 設定単位 1％） 速度警告灯（設定範囲 30 〜 360km/h 設定単位 1km/h）
■指針式タコメーター 0 〜 13000rpm 回転数警告灯
（設定範囲：1000 〜 13000rpm 設定単位：100rpm） 点火設定（設定範囲 0.5・1 〜 24）
■オドメーター 0 〜 999999km（表示単位：1km 範囲を超えると 0 に戻ります） トータル走行距離・ユーザーオド設定（始点距離任意入力）
■トリップメーター A、B 0 〜 9999.9km
（表示単位：0.1km 範囲を超えると 0 に戻ります） トリップメーター B の表示 / 非表示設定
■メンテナンス走行距離 入力した走行距離は、走行することで自動で減少します。
メンテナンス距離
（通知モード）
（設定範囲：OFF、500 〜 16000km 設定単位：100km）
※OFF は非表示です。
■ギアポジション （表示内容：OFF、全ギア）
※OFF は非表示 学習モードによるギア数登録機能
■燃料計（表示範囲：6 段階） フューエルセンサー抵抗値プリセット 100Ω 250Ω 270Ω 390Ω 510Ω 1200Ω
ユーザー抵抗値設定 抵抗値範囲：1 〜 1500Ω 燃料警告灯
■バックライト：輝度（設定範囲：1/5（暗い）〜 5/5（明るい） 照明色：赤、橙、黄、緑、青、空、紫、
白
■時計 （設定範囲：12 時間、又は 24 時間）
■電圧計 （表示範囲：8 〜 18V） 電圧警告灯（設定範囲 8 〜 18V 設定単位：0.1V）
■温度計 （表示範囲：0 〜 150℃） ※別途 SP 武川製ドレンボルトをご購入頂く事で、
ドレンボルト部での温度計測が可能です。
温度警告灯（設定範囲：0 〜 150℃）
■インジケーターランプ：警告灯（速度 / 走行距離 / 燃料 / バッテリー低電圧 / 温度 / 回転数 ※項目設定時点灯）
ニュートラルランプ・ハイビームランプ・ターンランプ・燃料残量警告ランプ・ABS ランプ・エンジンチェックランプ
■外部スイッチ：メーターの操作や機能設定は、すべてメーターに付属の外部スイッチを使用します。
※H.I.D. や他社製 LED ヘッドライト、
フォグランプ類との同時装着は出来ません。
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あり、
製品故障や動作不良の原因になります。
※ギアポジションの設定に関して ギアポジションの設定にはスピード信号とエンジン回転信号の両方がスーパーマルチ DN メーターに入力される必要があります。
その為、“ 実走行 ” による自動読み込み作業が必要になります。市街地では信号機や交通量が多く危険の為、
ギアポジションの設定は行わないで下さい。
走行の際は見通しの良い道路を選択し、周囲の道路状況を確認した上で、注意して行って下さい。

スーパーマルチDNメーター

装着写真

スーパーマルチDNメーター
品名
CT125（JA55-1000001〜）
対象
05-05-0057
品番
JANコード 4514162284575
価格（税抜） ￥29,800
2020年8月下旬発売予定
発売日

装着写真
マグネット付きドレンボルト
（M12×P1.5）
汎用（モンキー・ゴリラ・CD・カブ系エンジンetc...）
シルバー 品番：02-09-0010 JAN：4514162249673
ブラック 品番：02-09-0011 JAN：4514162249680
ブルー
品番：02-09-0012 JAN：4514162249697
レッド
品番：02-09-0013 JAN：4514162249703
価格（税抜）/発売日 各￥1,480 / 発売中
品名
対象
品番
JANコード

දᴾ૨ᴾ

ᘍ
ԼẅӸ

Լẅဪ

̖ίᆋ৷ὸ

ᵨᵟᵬἅὊἛ

ᵡᵲᵏᵐᵓίᵨᵟᵓᵓᵋᵏᵎᵎᵎᵎᵎᵏ῍ὸ ᵎᵓᵋᵎᵓᵋᵎᵎᵓᵕ

‑ᵐᵗᵊᵖᵎᵎ ᵒᵓᵏᵒᵏᵔᵐᵐᵖᵒᵓᵕᵓ

ἛἾὅἮἽἚίἉἽἢὊὸ

ᵎᵐᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵏᵎ

‑ᵏᵊᵒᵖᵎ ᵒᵓᵏᵒᵏᵔᵐᵐᵒᵗᵔᵕᵑ

ἛἾὅἮἽἚίἨἻἕἁὸ

ᵎᵐᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵏᵏ

‑ᵏᵊᵒᵖᵎ ᵒᵓᵏᵒᵏᵔᵐᵐᵒᵗᵔᵖᵎ

ἛἾὅἮἽἚίἨἽὊὸ

ᵎᵐᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵏᵐ

‑ᵏᵊᵒᵖᵎ ᵒᵓᵏᵒᵏᵔᵐᵐᵒᵗᵔᵗᵕ

ἛἾὅἮἽἚίἾἕἛὸ

ᵎᵐᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵏᵑ

‑ᵏᵊᵒᵖᵎ ᵒᵓᵏᵒᵏᵔᵐᵐᵒᵗᵕᵎᵑ

ἋὊἣὊἰἽἓᵢᵬἳὊἑὊ

ẖᵓᵖᵒᵋᵎᵎᵔᵗᴾ݈ࡅ᧵ٻဋࠊጢிᵑɠႸᵓဪᵏᵔӭ

ද૨ૠ

ấࢽॖέಮӸ

ίఇὸἋἬἉἵἽἣὊന߷ẅᵲᵣᵪᴾᵎᵕᵐᵏᵋᵐᵓᵋᵏᵑᵓᵕ

ᵤᵟᵶᴾᵎᵕᵐᵏᵋᵐᵒᵋᵓᵎᵓᵗ

ಮ

