2017 4ストローク SeaPro&ProXS ラインアップキャンペーン
【リモコン＆SC1000スマートクラフトゲージ リギングセット】
No.1

40～300馬力

（4ストローク、OptiMax、ProXS、Racing XS）

2017年4月

●リモコン（サイドリモコン-ハーネス付/トップリモコン/パネルリモコンの内、いずれか） ●リモコンケーブル x2本 ●メインハーネス
●SC1000（システムタコメーターもしくはシステムモニターのいずれか） ●メーター接続用ジャンクションBOX ●データハーネス ●アルミプロペラ
①SC1000システムタコメーターは、アナログとデジタルの表示機能をもった最新のデジタルメーターです。エンジン回転、燃料消費量、燃料流量、バッテリー電圧等の表示に加
え、デジタルの表示画面には新品エンジンの慣らし運転時間（OptiMaxのみ）も表示されます。トローリング機能もついていますので流し釣り等には便利です。エンジンに異常が発
生した場合、22種類の警告メッセージが表示されます。ディジーチェーン（Daisy Chain） インターフェースにより1本のハーネスで簡単に取付ができます。
②SC1000システムモニターは、ボタンによりワンタッチでエンジン回転、燃料消費量、燃料流量、バッテリー電圧等の情報がデジタル表示で確認できます。エンジンに異常が発生
した場合、メーター内に警告アイコンが表示される機能も装備してます。メーター直径が52mmのため、既存のメーターからの交換も手軽に行えます。
※リモコンはいずれかを選んでください。（在庫状況により仕様が異なる場合があります。ご了承ください）
・新型サイドマウント （P/T、ハーネス20ft付）

・コンソールマウント （パワートリムスイッチ付）

・パネルマウント （ロックバータイプ）

・リモコンケーブル

・メインハーネス（キー付き／20ft）
（コンソールマウント、パネルマウント）

※下記メーター①、②のいずれかを選んでください。（※SeaProモデルは除く）
・SC1000システムタコメーター（85mm）・・・①
・SC1000システムモニター （52mm）・・・②

・SC1000メーター接続部品 （ジャンクションBOX）
・SC1000メーター接続部品
（CANデーターハーネス/20ft）

※SeaPro専用

※SC1000メーターの接続アクセサリーは2種類あります。詳しくはお問合せ下さい。

※SeaProモデルは表示面がブラックとなります。

≪ご注意≫
SC1000メーターのトリム表示にはデジタルデータが必要となるため、アナログトリムセンサーが付いている船外機はデジタルセンダーに交換が必要となります。デジタルセンダーに交換した場合アナログトリム
メーターは作動しません。4st40～60HPはトリム、スピード、水圧のデジタル表示機能がありません。4st 75～150、Opti 90～125、ProXSシリーズはトリム、スピード、水圧等のデジタル表示には、専用のデジ
タルセンサーが別途必要となる場合があります。

ブラックマックス
アルミプロペラ 3ブレード（9P～21P）

スピットファイヤー
アルミプロペラ 4ブレード（9.5P～19P）

MERCURY プロペラ オプション

ベンジャンス
ステンレスプロペラ 3ブレード
（11P～23P）

トロフィープラス
ステンレスプロペラ 4ブレード
（17P～28P）

・フューエルタンク（6.6ガロン／25L）
※40～60馬力のみセット

例

フューリー
ステンレスプロペラ 3ブレード
（24P～27P）

テンペストプラス
ステンレスプロペラ 3ブレード
（17P～29P）

2017 4ストローク SeaPro&ProXS ラインアップキャンペーン
【リモコン＆SC1000スマートクラフトゲージ リギングセット 定価】
40～300馬力 （4ストローク、OptiMax、ProXS、Racing XS）

No.1
リギングセット明細

パーツ番号

定価（税抜）

サイドマウントリモコン（20ｆｔハーネス付）

8M0083667

¥54,220

コンソールマウントリモコン

8M0041431

¥47,380

パネルマウントリモコン

883710A02

¥33,820

ハーネス＆キースイッチ（15ft）

84-896537K15

¥24,380

ハーネス＆キースイッチ（20ft）

84-896537K20

¥26,000

パネルマウント
SC1000システム
タコメーターセット

2017年4月

コンソールマウント
SC1000システム
タコメーターセット

サイドマウント
SC1000システム
タコメーターセット

備考

○
○
○
○

○

20ftハーネス付

リモコンケーブル（G-Ⅰ）※15ft 1本

897977A03～A50 ※15ｆｔ×1

¥7,300

リモコンケーブル（G-Ⅱ）※15ft 2本

8M0082526～58 ※15ｆｔ×2

¥14,640

○

○

○

長さ選択

SC1000 システムタコメーター（ホワイト）

79-8M0079892

¥42,400

○

○

○

SeaProは除く

¥1,460

○

○

○

フットスロットル用

SC1000 システムモニター

8590742
79-879896K21

¥25,230

SCメーター用データハーネス

84-879982T20

¥11,550

4WAYジャンクションボックス

878492K14
84-892453A01

¥14,340

○

○

アダプターケーブル10ピン（メス/メス）

¥2,420

○

○

ジャンクションBOX⇔ア
ナログ変換ハーネス用

デジタル⇒アナログ変換ハーネス

84-892990T01

¥5,880

○

○

メインハーネス接続用

○

○

プライマリ無し

ブラックマックス（115用）

システムタコメーターベゼル（ホワイト）

サイズ52mm
○

○

燃料ホース（9ft） ※4st75～150HP

32-8M0038468

¥4,960

燃料ホース（9ft） ※OptiMax専用

32-8M0061896
48-77344A45

¥7,800

○

¥23,000

○

○

○

¥166,550

¥182,480

¥163,320

アルミプロペラ17P

この分を無償で提供!!

合計

オプション ※下記はオプションの一部です。詳しくはお問合せください。

プライマリ付

備考

定価（税抜）

SC1000 システムスピードメーター（グレイ）

79-8M0069447

¥42,400 サイズ（85mm）ホワイトフェイス／K22もあります。

SC1000システムタコメーター（ブラック）ベゼル
SC100 水圧メーター（グレイ／30PSI）

8590741
79-8M0065976

¥11,930 サイズ（52mm） ホワイトフェイス／K１1もあります。

SC100 燃料流量メーター（グレイ）

79-879913K1

¥15,520 サイズ（52mm） ホワイトフェイス／K１1もあります。

SC100 トリムメーター（グレイ）

79-8M0065975

¥11,930 サイズ（52mm） ホワイトフェイス／K１1もあります。

SC100サブメーター用ベゼル(ホワイト)

8798711

SC100サブメーター用ベゼル(ブラック）
デジタルトリムセンサー／OptiMax150～250

8798712
896688001

¥21,420 ※Opti1ProXS 150～250用

デジタルトリムセンサー／Opti90～125用

891777A01

¥13,450 OptiMax 90～125用

ピトーセンサー／Opti90～125用

881879A22

¥22,320 OptiMax 90～125用 SC用スピードセンサー

ピトーセンサー／Opti150～250用

¥46,500 OptiMax 150～250用 SC用スピードセンサー

燃料ホース（9ft） ※4st 75～150HP

859210A1
32-8M0038468

燃料タンク（6.6ガロン／25リットル）

1200-8M0056210

¥14,100 オプション ※4st 40～60馬力は無償提供

ホースコネクター／タンク側

22-13563Q7

アルミプロペラ（ノーマルギアケース用）

48-73138A45

¥19,000 ブラックマックス

3ブレード / 14P 40、50、60馬力

アルミプロペラ（コマンドスラストギアケース用）

48-854360A45

¥23,000 ブラックマックス

3ブレード / 16P 40～125馬力 （C/T）

アルミプロペラ（ノーマルギアケース用）

48-8M8026635

¥21,000 スピットファイヤー

4ブレード / 14P 40、50、60馬力

アルミプロペラ（コマンドスラストギアケース用）

48-8M8026590

¥23,000 スピットファイヤー

4ブレード / 17P 40～125馬力 （C/T）

ステンレスプロペラ（ノーマルギアケース用）

48-855860A46

¥48,800 ベンジャンス

3ブレード / 14P 40、50、60馬力

ステンレスプロペラ（コマンドスラストギアケース用）

48-16986A46

¥66,100 ベンジャンス

3ブレード / 16P 40～125馬力 （C/T）

アルミプロペラ（150馬力～）

48-832830A45

¥27,000 ブラックマックス

3ブレード / 19P 75～115馬力（CT）／150馬力～

ステンレスプロペラ（150馬力～）

48-16316A46

¥73,000 ベンジャンス

3ブレード / 19P 150馬力～

ステンレスプロペラ（150馬力～）

48-8M8023140

¥97,000 フューリー

3ブレード / 25P 150馬力～

ステンレスプロペラ（150馬力～）

48-825866A47

¥89,700 テンペストプラス

3ブレード / 25P 150馬力～

ステンレスプロペラ（150馬力～）

48-825942A47

¥92,700 トロフィープラス

4ブレード / 25P 75馬力～

フラッグシップタコメーター（6000rpm）

79-895283A03

¥13,840

タコメーターハーネス（5ピン）

84-86396A8

¥6,740

フラッグシップトリムメーター

79-895292A01

¥4,390

フラッグシップアワーメーター

79-895295A01

¥4,050

デジタル⇒アナログ変換ハーネス

84-892990T01

¥5,880 10Pカプラー ※メインハーネス（14P）接続用

アダプターケーブル10ピン（メス/メス）

¥940 黒色ﾍﾞｾﾞﾙ｢85mm径SC1000ｼｽﾃﾑ｣

¥810 サイズ（52mm）用
¥810 サイズ（52mm）用

¥4,960 ※4st 75～150HP専用 プライマリ、フィッティングなし
¥1,580 オプション

84-892453A01
¥2,420 ジャンクションBOX⇔アナログ変換ハーネス接続用
＊ 上記価格は2017年3月現在のものです。価格及び仕様は予告なく変更する場合があります。

