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プラグコードの基本形

シリコーンパワープラグコード
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シリコーンパワープラグコード

プラグコードの基本形 シリコンパワープラグコード
ULTRAがその性能にこだわり続けた素材“純粋シリコンゴム”を採用した高性能プラグコード“ウルトラ シリ
コーンパワープラグコード”
。その成型、加工で最も難易度が高いと言われたシリコン素材。その性能は比類
ない性能であることは自他共に認めるものの、そのコストの高さ、処理の困難さから製品化が立ち遅れてい
たものにULTRA独自の手法がその成功をもたらしました。

シリコーンパワープラグコードの特長
導電性の高い銅芯線を採用。線抵
抗ではなく銅芯線とシリコンゴム
との融合によって、可能になった
比類ない強度と導電性能を実現。

車種ごとに開発された巻線固定抵
抗サプレッサーの採用。固定抵抗
によってプラグコードの長さに関
係なく各気筒毎に均一した抵抗値
を設定し、これによって均一で最
大の火花エネルギ ー を引き出し、
供給することが出来ます。

ウルトラ独自のカシメ法と銅芯線
によって卓越した引っ張り強度を
実現。 銅芯線の採用によ っ てシリ
コンゴムの引っ張り強度を確保し、
専用のカシメ具によ っ てブ ー ツ類
との勘合を一層強固なものにして
います。

になり、 つまり、 気筒ごとにその抵
抗値が異なることになります。 さら
に、カーボンコードは内外部共に経
年変化が生じ抵抗値が増減すること
による火花エネルギ ー が弱くな っ た
り、 外被のゴムの劣化が促進し、 ひ
び割れが発生して、 リ ー クの原因と
もなります。

カシメ部：独自のカシメ法によって最大40kgの引っぱり強度を
確保しています。

キャップ類にいたるまで純粋シリ
コンゴムの採用によって、優れた
耐候性、 耐電圧（8mm径で15万V
以上）特性を実証し、シリコンゴム
の卓越した防水性能によって、ラ
リーの渡河や冠水道路でもエンス
トすることなく走破することがで
きます。
各種シリコーンブーツ類

巻線抵抗（サプレッサー）はコード
両端末のブーツの中に設け、雑音
の発生源で効率よくノイズを消去
し、ULTRA独自の手法によ っ て
断線や経年変化のない長寿命設計
を実現。独自の手法によって、経
年劣化の少ない長寿命プラグコ ー
ドとして位置付けられています。

トヨタカレン

従来製品との比較
従来のカーボンコード

ウルトラシリコーンパワープラグコード

銅多芯線の柔軟性により、 振動疲労
に強く、 経年変化に強く優れた耐久
性を実現。

◆ 銅多芯線の採用により優れた
強度を実現

❶ 純度100%のシリコーンゴム製コア
とシースの組み合わせによって最
強の耐電圧特性を実現します。
❷ コアとシースの間にガラス繊維編
組を組入れて、機械的強度を格段
に向上させました。
❸ 錫メッキ銅線の採用によって腐食
を無くし、引っ張り強度を大幅に
向上させました。

従来広く多用されているカーボンコー
ドでは、1mあたり16kΩの抵抗値を
採用しているため、 ケ ー ブルの長さ
に比例して抵抗値に差が生じること

スズキカプチーノ

トヨタチェイサー

トヨタレビン95

プラグコードの色は8mm径モデルで、レッド／イエロー／グレーを、7mm径モデルではレッド／グレーを設定しています。色による特性の違いや価格差はありません。
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BLUE POINT POWER PLUG WIRE

変わったのはカラーではなく、
その性能
さらに時代が要求した ”抵抗入りプラグ ”の採用に
呼応したブルーポイントパワープラグコードを設定

ブルーポイントパワープラグコードの特長
シリコーンケーブル、ブーツ、キャッ
プ類に至るまで、純粋シリコンゴム
の採用によって卓越した耐電圧特
性、耐熱特性を実現しました。
ケーブル色をウルトラシリコーン
コードの名をポピュラーにした「コ
バルトブルー」色に統一しました。

抵抗入り点火プラグの標準装着によってブルーポイント
の設定車種を大幅に拡大しました。もちろん、輸入車に
もその適合範囲を拡大し豊富な適合バリエーションを実
現しました。
「ブルーポイント パワープラグコード」は、最新の点火プラ
グ特性に合わせた低抵抗値を採用し、 各気筒ごとに均一
な抵抗値0.5kΩ（従来当社製品比 1/2 以下）の低抵抗値の
巻線抵抗
（雑音防止器）
を開発、採用しました。0.5kΩとい
う低抵抗値ながら、巻線式ノイズサプレッサーの、L
（イン
ダクタンス）
成分の効果によって、効率よく雑音をカット。
1気筒あたり0 . 5kΩの 低 抵 抗値
は、R（レジスタ）付プラグ、イリジ
ウムプラグにベストマッチング。低
抵抗値の採用によって、ロスなく
最大限の火花エネルギーを供給
します。

■ブルーポイントパワープラグコード適合のご注意
ブルーポイントプラグコードをお選び頂くにあたってはイリジウムなどに代
表される「抵抗（レジスター）入り点火プラグ」との併用が第一の条件ですが国
産プラグメーカーでは多種多様のモデルでその適合を拡大しているものの国
産車でも旧型車、特殊な輸入車などについては適合（プラグの）品番が有って
も熱価など全くバリエーションが無い場合があります。このような場合には
あえてブル ー ポイントを選ぶ必要はなくむしろ標準タイプのウルトラシリコ
ンコード（赤モデル）をお選び頂く事をお勧めします。ウルトラシリコンコード
であれば現行の抵抗入りプラグでも、輸入車で標準化していた抵抗なしプラ
グでもどちらでも併用可能と
ウルトラブルーポイント パワープラグコードと従来標
なりますのでご検討の際にはそ
準装着されている抵抗線式コードの点火性能をスパー
クプラグのスパーク温度を測定し比較。
の点をご一考下さい。また、ブ
ルーポイントシリコンコードで
は一部の輸入車についてはあえ
て適合から除外している場合が
ありますがこれは高性能モデル
の車両の一部ではノイズに対し
てかなり防御を必要として場合
があるためでいくら抵抗入り
プラグに換装されていても低抵
抗のプラグコードの採用がECU
などに干渉する場合が想定され
ているものでブルーポイントの
バ ー グラフ内の数字は抵抗線式コ ー ド(標準装着)を
適合から除外していますのでご
100とした比較数字です。
注意下さい。
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ブルーポイントパワープラグコード／シリコーンパワープラグコード輸入車専用モデル

シリコンパワープラグコード 輸入車専用モデル

長年培ったシリコンプラグコード設計技術と輸入車の点火システム研究の経験が輸入車一台一台の特性に合わ
せたベストマッチングのシリコンパワープラグコードを生み出しました。純正プラグコード以上の高性能と信
頼性へのあくなき追求が、最高の点火エネルギーを引き出し、常に安定した性能を発揮します。また、その
バリエーションは最近の車両はもちろん、旧型の輸入車についても蓄積したデータで1960年代以前のヒス
トリックモデルまで幅広い適合データを揃えています。ウルトラシリコンパワープラグコードに交換すること
で点火系をリフレッシュし、往時のパワーを取り戻します。
最新のVWビートルからFIAT500、シトロエン2CVをはじめとしてフェラーリF355、ダイムラーの12気
筒まで各車種ごとに設定し、輸入車用の適合を300車種以上のバリエーションで御用意しています。

輸入車パワープラグコードの特長
幅広い車種設定

BENZ、BMWなど定番車種からル
ノ ー などラテン系コンパクトカ ー、
ロールスロイスなど希少車に至るま
で300車種以上を設定しています。
輸入車専用に、ボッシュ用をはじ
めとする特殊形状サプレ ッ サ ー を
幅広く設定することで幅広いバリ
エーションを可能にしました。

特注でも対応

弊社製作デ ー タにない車種でも
サンプルのプラグコ ー ドをお預か
りして、その製作もお受けしてい
ます。 平行輸入車で正規デ ィ ー
ラーものとの互換性が不明な場合
や、 限定モデル、 そして、1940、
1950、1960年代といった部品に乏
しい年代の車種でも特注で製作を
お受けしています。

豊富なカラーバリエーション

ウルトラの代表色レ ッ ドを中心
に、輸入車専用のグレー色、そし
て、イエロー（8mm径の設定のみ）

と豊富なカラーバリエーションを
用意しています。
（特殊形状のブー
ツ類ではグレー用、イエロー用の
準備がないものもありますのでご
注意ください）

比類ない耐候性

純粋シリコーンゴムをケーブル被
覆、ブーツ類に至るまで徹底して
採用し、優れた防水性、耐電圧特
性（10万V以上）を実現し、シリコ
ンゴムならではのしなやかな特性
で、日本仕様の輸入車のみが経験
するフルエアコン、 高温多湿の気
候環境の中で、エンジンルーム内
の高熱にさらされながらもパワー
プラグコードはその柔軟性を失う
ことなく、卓越した耐候性を発揮
します。

たせてこそ輸入車用プラグコ ー ド
としての意味があると。 耐電圧特
性、 ノイズ消去効果など性能面だ
けでなく、 経年変化の無い、 高い
信頼性を確立してこそ、トータル
での品質を維持できるものと確信
しています。 それは、 ウルトラが
こだわり続けた「サプレッサー」の構
造、製造手法一つでも、長期間安
定した同一の性能を維持すること
を目標としての結果なのです。

各種シリコーンブーツ類

純正以上の性能

ウルトラの目指した「純正以上の性
能」には堅牢なドイツ車の部品以上
の性能を求める姿勢が究極のプラ
グコードを生み出しています。
交換後はメンテナンスフリ ー を果
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車のアースを強化する”
パワーアースチューニング”

パワーアース

ウルトラパワーアースは、車のアースを補強すること
によって、車載の電子機器類の正常な作動を支え、車
本来のポテンシャルを引き出します。
ヘッドライトチューニングなど電源側の配線強化には
十分な配慮をなされているのに対し、アース側の取り
扱いや処理がかなりラフに扱われがちですが、ウルト
ラのパワーアースはバッテリーと各電装補器類、そし
てエンジンブロックなどに直接アースケーブルを配す
ることで、電装機器類の性能を最大限に引き出します。
従来の本数も少なく、細いアースケーブルに全ての大
電流が流れ込むことで引き起こされる“ボトルネック”
症状を改善し、同時に、発生するノイズをバッテリー
マイナスに迅速に流すことで、ノイズを効率的に消去
して、ECUやオーディオなどのノイズレベルを大幅に
改善します。

アースポイントの電位差と
アース波形の比較

ウルトラパワーアース装着後には、ノー
マルの状態に比べ1/3から1/4まで電
位差は減少し、 すべてのア ー スポイ
ントにおいて顕著に電圧ロスが解消
されていることが判ります。 特に、
エンジン周りでは純正のアースケーブ
ルが不十分であり、 どのポイントで
も12mV前後もの電位差を生じてい
るのに較べ、パワーアース装着後で
は3mV以下まで激減していること
は、 その効果が劇的であることがお
判り頂けるでしょう。アースの波形
図ではノーマルでの大きなノイズ成分
の振幅に較べて、 装着後ではノイズ
成分が大幅に減少され、 突出したノ
イズ波形が消去されていることが確
認できます。
パワーアースによる効率的なアース
機能とノイズ成分の減少によって、始
動性の向上、トルクアップ、オーディ
オノイズの減少などに貢献している
のです。
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[平成10年式ステージアでの取付け比較例]

パワーアース
パワーアースの効果
● 電装機器類の効率アップ。
● 低、中速域のトルクアップ。
● スムーズなレスポンス。
● 始 動 性の 向 上と アイドリング の
安定。
● 燃費の向上、排気ガスの清浄化。
● 電子コントロ ー ル式のオ ー トマ
チックミッションの快適作動。
● ライト類の照度ア ッ プ、 バ ッ テ
リー電圧の安定。
● オーディオなどAV機器へのノイズ
の大幅な低減。

パワーアースの特長
取付け易さと確実な導電性を追
求した“ターミナルブロック”を開
発、採用し、これをバッテリーマ
イナスに確実に固定することで
独立したバッテリーマイナスター
ミナルを設置。この表面にはケー
ブル端子と共に24金メッキ処理を
施して、通電性、耐候性を大幅に
向上させました。

シュ線で覆うことで大電流容量と
強度を確保しました。

“ タ ー ミナルブロ ッ ク ”の素材に
は、導電性に優れた銅合金を採用。

車種ごとに専用モデルを設定した
ことで簡単、確実な取付けを実現
し、独自の“ターミナルブロック”
の採用によって、従来の純正アー
スを取外したり、移設する必要が
ありません。

ケーブル外皮には耐熱性、柔軟性、
そして、経年変化に優れたシリコー
ンゴムを採用し、 軟銅複合撚線と
の組合せで、 よりフレキシブルな
動きを実現したことで、 容易な取
り回しと自然な装着を可能にしま
した。

ケーブル（導体）には軟銅複合撚線
を採用し、さらに、その上をメッ

※純正アースを取外さないので車検時にも一切問題
はありません。

シールド効果でノイズ低減!! エンジン快調!!
ウルトラ ボンネットアース

PE-B08
PE-B10
PE-B12
PE-B15

80cm 仕様
1m 仕様
1.2m 仕様
1.5m 仕様

￥4,725（税込）
￥5,250（税込）
￥5,775（税込）
￥6,300（税込）

※各ケーブルにはバッテリー側M6-ボンネット側M8の端子が装着されています。

ウルトラ・ボンネットアースは、車のボンネットに確実なアースを行うこと
で、ボンネット自体をシールド化して、エンジンからのノイズの放射を吸収し、
低減させます。
ボンネットはエンジンを雨風からカバーするだけと思いがちですが、自車が
出すエンジンノイズ等の放射防止や、 外的ノイズ等を抑制する作用がありま
す。ボンネットのアースは、車体への固定に使用されるヒンジなどからだけ
では決して十分ではなく、欧州車、BMWなどでは標準で、独立したアース
をボンネット装着したモデルを設定しています。
ウルトラ・パワーアースシリーズとともに「ボンネットアース」によって、よ
り高いクオリティのアースキットを完成させました。

ボンネットアースの特長

ボンネットアース装着比較 （測定車両：Z11

MＣ前 1400ccキューブ アイドリング時エアコンON状態）

● 汎用品キットとして
4種類の長さを設定
● 極太15スケアを採用した
ヘビーデューティ仕様
● ハイクオリティを追求
● 簡単な取り付け
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DIGITAL SPEED METER

進化し続ける
デジタルスピードメーターシリーズ

スピードモニター

スピードモニター・プラス

スピードメーターモード

1スピード表示機能
最高300km/h以上の測定を可能にす
るデジタル速度表示と最高速を記録
するピークホールド機能を装備。
2ワーニング機能
設定速度に到達すると、 バ ッ ク照明
が変わり、ブザーで知らせるワーニ
ング機能。

REVメーターモード

（注）REVメーター機能はディーゼル車では使用で
きません。

ドライブモニター

トリップモニター・プロ
達予測時間を表示。（距離：0.1km
単位 到達予想時間○○時間○○
分後）

ニング機能。（ バ ッ ク照明： 緑色
⇒赤色にフリッキング）

タイヤ外径（距離）補正機能

タイヤ・ホイールの変更やインチアッ
プなどの改造にも対応したタイヤ外
径補正機能。
タイヤ外径寸法の変更から生じる速
度表示や距離表示の誤差を0.1％ 単位
で±50％ まで補正入力することが出
来ます。 これによ っ て安定した距離
計測や速度確認が可能となります。

※到達後は設定距離、所要時間、平均速度を交互に
自動表示します。
※No.4010,4015,4016のみ

オイルワーニングモード

● 3,000、5,000、10,000kmのいずれか
で、 オイル交換時期を任意に設定
でき、設定距離到達時に警告表示。
（オイルワーニングマーク点灯）
● 到達後には、IG電源オン時に超過
表示点滅ワーニングで交換時期を
警告。（ 数秒間、 設定距離と走行
距離を交互表示）

● エンジン回転数をバ ー グラフとデ
ジタルで表示。スピードモードで ツイントリップモード
使用中もエンジン回転数をバーグ A 1m単位と0.1km単位での2ウ ェ イ
表示で最高999.9kmまで計測表示。 速度リミッター解除機能
ラフで表示します。
（ 最高回転数
スタ ー トからの所要時間の表示。 180km/hで作動する速度リミッターを
表 示 ＝ デ ジ タ ル 表 示 9,990rpm 、
解除。（ 軽自動車にも対応。140km/
平均速度の表示。
バーグラフ7,000rpm）
● 設定回転数に達するとバック照明 B 目的地までの距離を任意に設定す hリミッター）
注）競技専用：サーキット走行にのみご使用下さい。
が反転、ブザー音で知らせるワー
ることで、目的地までの距離と到 （ 解除可能車種については、 弊社営業部までお問い
合わせ下さい）

デジタルスピードメーター製品比較表
モデルNo.

表示範囲
スピ ー ドメ ー タ ー モ ー
ワーニング
ド
ピークホールド

REVメーターモード

スピードモニター・プラス

ドライブモニター

トリップモニター・プロ

4010

4015/4016

4020

4025

●
●

●
●

●
●

●
●

0〜7000rpmバーグラフ

−

表示範囲

ワーニング
ピークホールド
タイヤ外径（距離）補正機能
トリップモード

スピードモニター

単位
計測範囲
ワーニング

●
●
−

−

経過時間表示
オイルワーニング機能
速度リミッター解除機能
その他

■ご注意

●
●

0〜9990rpmデジタル
0〜7000rpmバーグラフ

300km/h以上

●
−
−
●
−
−
●
●
●
ツイントリップ機能（トリップA・Bを独立して計測可能）
1m/0.1km（2ウェイ）
0.1km
0〜999.999km
0〜449.999km
0〜999.9km
−
−
●
00秒〜99時間59分
1時間以内の計測は
バーグラフでも表示
1/100秒単位で表示
●
●
−
●
●
−
バッテリーレスメモリー

簡易燃費計算機能
スピードワーニング外部出力

●一部車両ではスピードリミッター解除ができない車種があります。※スピードリミッター解除に関してはサーキット等のクローズドでの走行に限りご使用ください。スピードリミッターを解除されての
一般公道での走行はお止めください。●REVメーター機能は、ディーゼル車では使用できません。●本製品は国産車のパルス数（2、4、8）に合わせて設計されていますので、この範囲外のパルス数を採
用している車両、特に輸入車等についてはお取付は出来ません。
（詳細は弊社営業部宛にお問い合わせ下さい）
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デジタルスピードメーター

スピードモニター

スピードモニター・プラス

MODEL No.4010 ￥16,590（税込）

MODEL No.4015 / 4016 ￥17,850（税込）
（限定発売製品です。生産予定数を早期に終了する場合があります）

デジタルスピードメーターの定番モデルとしてウルトラ
がその境地を切り拓いたデジタル式スピードモニター
No.4010。
速度表示、
ツイントリップ表示などなどドライビングに必
要な情報をリアルタイムに適確に表示し、表示可能な
機能を5種に凝縮することで、
その操作性と、
利便性を
格段に向上させました。

スピードモニターの機能を継承しながら、
カーボンルッ
クの外装に、
さらに距離補正機能を加え、
グレードアッ
プした最上級モデル。
次に来るべき機能をいち早く具現化しました。

■No.4015
（カーボン調）

■No.4016
（ウッド調）

基本配線図

No.4010/
4015/
4016/
4020

スピードメーターモード
ツイントリップモード
（デジタル：速度、バーグラフ：REV） （デジタル：トリップ表示、バーグラフ：
REV）

REVメーターモード
（デジタル、バーグラフ：REV）

オイルワーニングモード
（ デジタル： 超過表示、 バ ー グラフ：
REV）

■4010の主な仕様

●12Vマイナスアース車に対応●REV入力：IGコイル端子出力、エンジンコン
ピューター回転信号出力に適用●外形寸法：94（W）×34（H）×26（D）mm●
適合車速パルス数： 2,4,8に対応（基本的に国産車を適用とします）●車速信号
の装備がない車種には別売りスピードセンサーNo.6680（¥13,440税込）の併
用が必要です。●速度リミッター解除機能の適用についてはお問い合わせ下さ
い。●1年間の長期製品保証

※24V仕様も特注できます。
詳細は営業部にお問合せ下さい。

■4015/4016の主な仕様

●12Vマイナスア ー ス車に対応●REV入力：IGコイル端子出力、 エンジンコ
ンピューター回転信号出力に適用●タイヤ外径補正機能：最大±50％まで、
0.1％単位で補正可能●外形寸法：94（W）×34（H）×26（D）mm●適合車速
パルス数：2,4,8に対応（ 基本的に国産車を適用とします ）●車速信号の装備
がない車種には別売りスピードセンサーNo.6680（¥13,440税込）の併用が
必要です。●速度リミッター解除機能の適用についてはお問い合わせ下さい。
●1年間の長期製品保証

■ご注意

●一部車両ではスピードリミッター解除ができない車種があります。
（最新車両では半数以上が解除できません）
※スピードリミッター解除に関してはサーキット等のクローズドでの走行に限りご使用ください。スピードリミッターを解除されての一般公道での走行はお止めください。
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デジタルスピードメーター

ドライブモニター

MODEL No.4020 ¥19,950（税込）
ドライブラリーを楽しむための専用機として開発。
複雑
なラリーコンピューターに代わって簡単で、
高性能専用
機としてお楽しみ頂けます。
実戦のラリーコンピューターにも遜色のないほどの高
性能と、
機能を突き詰めながら、
ミスコースでの減算機
能や緻密な距離補正機能などなど機能を満載。
100分
の1秒単位での計測表示を可能にした
“SS（スペシャ
ルステージ）
モード”
などハードな状況にも十二分に対
応したオールマイティモデルです。
■4020の主な仕様

●外形寸法：94（W）×34（H）×26（D）mm/重量：57g/表示部：LCD（バッ
ク照明付き）●定格電圧DC10V〜DC15V（12Vマイナスアース車専用）●消費
電流：MAX 60mA●作動温度：−20〜70℃●適用車速パルス数：2,4,8に
対応（基本的に国産車を適用とします）●適用気筒数：1〜8気筒（4サイクル）
●REV入力：IGコイル端子出力、 エンジンコンピ ュ ー タ ー 回転信号出力に適
用●速度表示：0〜最高速度300km/h以上●最高回転数（バーグラフ）表示：
7,000rpm●積算距離： トリ ッ プA/B共に最高449.999km（1mと0.1km単
位で表示可能）
、減算・ホールド機能付●積算時間：最高99時間59分（60分
未満までは100分の1秒まで表示可能）●タイヤ外径補正機能：最大±50％ま
で、0.1％単位で補正可能●オイルワーニング機能：交換時期を3,000、5,000、
10,000kmより選択可能、到達時に交換マークで警告●スピードリミッター
解除機能●1年間の長期製品保証

■ご注意

●本製品の取付けには車速信号が必要です。 純正で車速信号の装備がない車
種には別売りスピードセンサーNo.6680（¥13,440税込）の併用が必要です。
●REV（エンジン回転）メーターモードは、ディーゼル車では使用できません。
●本製品は一部輸入車への取付けはできませんのでご注意下さい。 ●一部車
両ではスピードリミッター解除ができない車種があります。また、スピードリ
ミッター解除に関してはサーキット等のクローズドでの走行に限りご使用下
さい。スピードリミッターを解除されての一般公道での走行はお止め下さい。
●詳細については弊社営業部までお問い合わせ下さい。

■外形寸法（単位＝ mm）

34

26

94

トリップモニター・プロ

MODEL No.4025 ¥16,590（税込）
業務用積算計機能モデルとして開発したトリップ専用
モデル。従来のスピードモニターのトリップ機能だけを
優先したプロ仕様に作り上げ、
トリップ機能を一層使い
易く、
業務用としての正確さに、
操作性を向上させたプ
ロモデルです。

基本配線図

簡易燃費演算機能
トリップ表示で表示された走行距離に対して満タン給油した
給油量を入力するだけで、燃費（km/ℓ）を15秒間表示します。

速度ワーニング外部出力機能
外部出力信号（オープンコレクタ出力）を装備していますので
大型LEDなどを速度警告と連動して点灯させることが可能
です。
■4025の主な仕様

●12Vマイナスアース専用●タイヤ外径補正機能：最大±50％まで、0.1％
単位で補正可能●外形寸法：94（W）×34（H）×26（D）mm●適合車速パ
ルス数：2,4,8に対応（基本的に国産車を適用とします）●車速信号の装備
がない車種には別売りスピードセンサーNo.6680（¥13、440税込）の併用が
必要です。●1年間の長期製品保証
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スピードセンサー/アールアンプ/スピードシグナルキャリブレーター

スピードセンサー MODEL No.6680-00 ￥13,440（税込）
ウルトラスピードセンサーNO.6680-00はメーターケーブル1回転につき、8パルスの信号を出力します。
弊社デジタルスピードメーターなど車速信号の入力が必要な機器にはパルス数
“8”
を入力して下さい。
スピードセンサーの特長
スピードセンサー6680は、ウルトラスピードメーターシリーズ、
シフトインジケーター等の車速信号の標準装備されていない
車種に取り付けるために必要な車速信号発生装置です。独自
のホールIC式8パルスの高精度、高寿命型センサーとして学
術的な分野からNAVIへの流用など幅広く利用されています。
基本配線図
ケーブル加工取付例

■適合車種

車両のスピードメーターケーブル及びミッション側接続部が上図の形状の車種に適合します。

アールアンプ

MODEL No.4990 ( 汎用タイプ ) ￥6,300（税込） MODEL No.4990-10 ( ＩＧコイルカプラオンタイプ ) ￥8,190（税込）
Z33（前期）
、マーチ、キューブといった純正でタコメーター用回転信号
の装備がない車種に、タコメーターを後付けするための回転信号検出
用のアダプター。弊社タコメーターシリーズ、デジタルスピードメー
ターシリーズのREV信号として使用できます。
■適合車種

１．純正でタコメーターの装備が無い車種で 回転信号出力のない車種に適合。
２．純正でタコメーター装備車で、回転信号出力が特殊なため 回転信号が検出出来ない車種に適合。

具体的な車種については弊社ホ ー ムペ ー ジ車種適合表をご参照下さい。 弊社での適合製品は No.4010、No.4015、No.4016、
No.4020、No.4025、No.4500、No.1930、No.1932となり、これらの製品の取り付けに際しては このアダプターとの併用によっ
て REVモードの表示やタコメーターの表示が可能となります。
※ＩＧコイルプラグオンタイプは一部車種に適合しますので必ず、弊社ＨＰ適合表をご覧下さい

スピードシグナルキャリブレーター

MODEL No.4995 ￥6,300（税込）
現在の輸入車に多用されている車速信号がデジタルの多パルス信号や
アナログ信号を採用している車両に、ウルトラ製品に整合させるため
の車速信号変換アダプターです。本製品は多パルスを検出し、約4パ
ルスに信号を変換するアダプターです。また、アナログ信号の車速信
号に対してもデジタル信号に変換して出力します。
■適合車種

●車速信号が3V以上の多パルスのデジタル信号出力している車種に適合
例：BMWミニに4500／4015／4016／4020を取り付けるために併用します。
●車速信号がアナログ信号で出力している車種に適合

弊社での適合製品は No.4500、No.4015、No.4016、No.4020となり、これらの製品の取付に際しては
て使用可能となります。（但し、デジタルメーター系は補正機能を併用します）

このアダプター併用によっ

基本配線図

■外形寸法（単位＝ mm）

■ご注意 上記のように配線接続後、純正メーター読みで40km/h時に本
体ユニ ッ トの設定ボタンを押すことで自動的に約4パルス信号を出力しま
す。
（パルス学習設定は必ずお2人以上の乗車でセッティングして下さい）
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SH I FT INDICATO R

見えるギアポジション！
！
オートマチック（AT）車主流の中にあっ
て「ATでも何速にギアが入 っ ているか
見たい」
、
「MT車でレースカーの様なイ
ンジケーターが欲しい」といった要望に
応えてウルトラ・シフトインジケーター
NO.4500を新発売。
ウルトラの代表的デジタル製品の頂点と
して開発された製品でリアルタイムにギ
アポジシ ョ ンを大型赤色LEDに表示し
てスポーツドライビングを一層楽しいも
のにします。

シフトインジケーター

MODEL No.4500
MODEL No.4500-10
MODEL No.4500-50

￥13,440（税込）
￥14,700（税込）
￥16,590（税込）

MODEL No.4500 標準赤 LED モデル

MODEL No.4500-10 青 LED ベーシックモデル

MODEL No.4500-50 青 LED カーボンモデル（限定販売）
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シフトインジケーター
ギアポジションをリアルタイム表示

シフトチェンジインジケーター表示機能

独自の演算方式により、ギアポジションをリアルタイムに大型
LEDインジケーターに表示します。もちろんAT車でもギアポ
ジションをリアルタイムに表示。マニュアル車に比べDレンジ
では何速にシフトされているか判別しにくいAT車でこそ求め
られる機能として、AT車でのスポーツドライビングには欠か
せないアイテムです。6速MT車、8段ATなどに対応して、最
大9速ギアまで設定可能です。

シフトダウン時の最大回転数、シフトアップ時の最小回転数
を各々設定することにより、エンジン特性に最適なトルク領
域の範囲内でのシフトUP/DOWNを表示して最適なシフト
チェンジタイミングをお知らせします。MT車では「ヒール ア
ンド トゥ」の指針として利用するなどスポーツ走行には欠か
せない機能としてその威力を発揮します。
3速へシフトアップ時
に2000rpm以上の
エンジン回転数にな
ることが予測される
場合の表示

〔1速表示〕

〔2速表示〕

〔3速表示〕

2速へシフトダウン時
に6000rpm以下と予
測される場合の表示

〔4速表示〕

〔設定回転数の入力によってドライビングにあったオリジナルのシフトタイミングを表示できます。
〕

ロックアップインジケーター
（AT車の一部に対応）
リバースギアの位置を判別しにくい輸入
車の複雑なシフトパターンでも、シフト AT車ではロックアップインジケーター
インジケーターのリバース（ギア）表示で の点灯により高速走行時などでのロッ
簡単に確認することが出来、 バックギ クアップを確認することができ、これを
目安に一層の低燃費走行（エコノミーラ
アのシフトミスを防ぎます。
ン）
が可能となります。
リバース表示機能

〔リバース表示〕

〔4速ロックアップ表示〕

点滅

簡単な取付け
IG電源（AＣＣ電源でも可 ）、ボディー
アース，車速信号，回転信号，リバー
ス信号（ 主にMT車のみ）の5箇所の接
続だけの簡単な取付け。 もちろん製品
には詳しい設定方法、 取り付け方法、
各車種ごとの車速信号の図解を付属し
ています。

点灯

■4500/4500-10/4500-50の主な仕様

●12Vマイナスアース専用
●大型LED表示により瞬時の視認性を確保
●4500には大型赤LEDを、4500-10/4500-50には大型青LEDを採用
●シフトポジション表示機能（最大9速ギアまで設定可能）
●AT車ロックアップ表示機能（一部車種で表示可能）
基本配線図

No.4500

本体ユニット

●シフトチェンジインジケーター機能
●適合車種：AT、MTに限らず大半の国産車に対応。
（一部CVT車除く）回路
解析の出来た一部輸入車にも適合。
（ デジタルの車速信号と回転信号が必要）
●1年間の長期製品保証
●本体寸法：82(W)×42(H)×26(D)mm

■ご注意

●本製品は12Vマイナスアースのガソリンエンジン車専用です。
●デジタル式車速信号2,4,8パルス車に適合致します。
日産Y32（ セドリ ッ ク、 グロリア、 シ ー マ等 ）の16パルス仕様車には装着
出来ません。 輸入車についてはすでに一部は作動確認済みですので、 輸
入車への詳細は弊社営業部までお問い合わせ下さい。
●ディーゼル車または、エンジン回転（REV）信号が検出できない車両への
装着は出来ません。
●MT車、AT車に関係なく装着可能ですがCVTの固定モ ー ド（ スポ ー ツ
モードなど）のない車種ではお取付けできませんのでご注意下さい。

■外形寸法（単位＝ mm）
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TURBO TIMER

スリムなボディに高性能を凝縮

大切な愛車を守るというターボタイマー本来の機能だけを極め、取付けの容易さ、多重の
安全装置、車種別専用ハーネスの充実などウルトラの長年蓄積したタイマー技術の総て
をここに凝縮。その性能、機能のどれひとつおろそかに出来ない、というウルトラの高次
元な基本概念が製品のいたる所にもり込まれています。

ターボタイマー製品比較表
商品名
モデルNo.
定価
ターボタイマー機能
バッテリー電圧表示

簡易セキュリティ

安全回路
表示首振り機能
表示LED色
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フルオートタイマー フルオートタイマー フルオートタイマー
ベーシック
RED LEDタイプ BLUE LEDタイプ

ターボタイマー
for24V

4754

4755

4770

4756

¥10,290
（税込）

¥15,540
（税込）

¥18,690
（税込）

¥14,490
（税込）

オートモード

●

●

●

—

マニュアルモード

●

●

●

●

●

●

●

●

ワーニング

●

●

●

●

LED威嚇機能
10φLEDが点滅

—

●

●

オプションLED
No.4758-30 ¥1,575（税込）

簡易車両盗難威嚇機能
IGオンから一定の条件をクリアしな
いとブザーが１分間鳴り続けます

—

●

●

—

パーキングブレーキスイッチ回路

●

●

●

●

車速信号検出回路

●

●

●

●

上下30度

●

●

●

●

赤色LED

赤色LED

青色LED

赤色LED

ターボタイマー

フルオートタイマー

フルオートタイマーリミテッド

MODEL No.4755 ￥15,540（税込）

MODEL No.4770 ￥18,690（税込）

先進の技術を盛り込んだ
スタンダードモデル

世界初7セグメント青色LED
を採用したリミテッドモデル

ターボタイマー機能
オートモード表示

マニュアルモード表示

採用（車速信号検出回路＆パーキング
ブレーキスイッチ回路）。
● 豪 華な 装 備で 電 流 需 要が 増 加し
た高級車、 ミニバンにも余裕の最大
50A（25A×2）の大容量設計。
バッテリー電圧表示機能
バッテリー電圧表示

●車種別専用ハ ー ネスとの併用だけ ●愛車のバッテリーコンディションの
で、ガソリンターボ、ディーゼルターボ チェックに最適なバッテリー電圧表示
に関係なく自動車のエンジン回転数や 機能を搭載。
負荷に応じてマイコンが演算しリアルタ ●視認性に優れたデジタル表示でバッテ
イムにアフターアイドル時間を設定する リー電圧を一目で確認できます。
「オートモード」と、ユーザーが任意に ●イグニッションOFF時もワンタッチで
設定できる
「マニュアルモード」の2WAY バッテリー電圧の確認が可能。
方式を採用。
●バッテリーの電圧不足・過充電を知
●オートモードでは、走行条件に合わ らせるワーニング機能付き。 任意の電
せて、マイコンによるアフターアイドル時 圧に設定でき、ブザー音＆
“BATT”表
間の演算を3段階のレベルから選択出 示LEDの点滅で警告します。
来、ハードな走行からソフトな走行まで 簡易セキュリティ機能
ユーザーの状況に対応出来ます。
1）
LED威嚇機能：
●アフタ ー アイドリング中の走行事 “イグニッションOFF”
と同時に付属の10
故を防ぐニ重のセーフティー回路を
φLEDが点滅を繰り返し、威嚇します。
基本配線図
No.4755/4770

2）簡易車両盗難威嚇機能：
“イグニッション
OFF”から
“イグニッ
ションON”にする
時、 一定の条件を
クリアしないとブ
ザ ー が1分間鳴り
続け、威嚇します。
さらに10φLEDが セキュリティLED
早い点滅を1分間繰り返し、威嚇します。
3）セキュリティステッカー2枚を付属。
その他の機能
●表示角度が上下30度に首振り可能な、
ウルトラ独自の
「ローリングヘッド」を採用。
●スタンダ ー ドモデルNo.4755には視
認性に優れた高輝度 赤色LED3 桁デ
ジタル表示を採用し、 リミテッドモデル
No.4770には世界初の7セグメント青色
LED表示を採用しました。

◆純正セキュリティ機能の作動についてのご注意◆

すでにレガシィの一部で確認されていますが、 同車純
正オプションのセキュリティ機能をディーラーにて設定さ
れている場合にはこのセキュリティが、エンジン停止後
のドアロックと連動するようにデザインされているため、
弊社タイマーでアフターアイドル中にドアロックをしてしま
うとセキュリティ機能が正常に働きません。必ずエンジン
停止後にドアロックをして頂けます様お願いします。詳
細については弊社営業部までお問い合せ下さい。

■4755/4770の主な仕様
●ModelNo.4755：赤色LED表示モデル●ModelNo.4770：青色LED表示モデル●国産純正ターボ
（ガソリンターボ・ディーゼルターボ）車専用。●12Vマイナスアース車専用。●動作保証電圧DC10V
〜DC15V●リレー容量25A×2●本体寸法：76.5（W）
×21（H）
×83（D）mm●セキュリティLED部寸
法：24φ
（外径）
×18（高さ）、LED10φ●10秒〜9分50秒までのカウントダウン方式●オートモード：走
行状況に応じて3段階から演算レベルを選択可能●マニュアルモード：10秒〜9分50秒の範囲で任意に
設定可能●スイッチ操作及びアフターアイドリング中をブザー音でお知らせ●二重のセーフティー回路
機能：車速検出回路、パーキングブレーキ回路と連動●バッテリー電圧表示機能：デジタル表示で7.0V
〜20.0Vの範囲でバッテリー電圧を表示（0.1V単位）●バッテリー電圧のワーニング機能：任意に設定
した電圧でブザー音とLED点滅による警告（電圧不足・過充電共に設定可能）●簡易セキュリティ機能：
イグニッションOFF時に外付け10φLEDが点滅し威嚇/イグニッションOFFからイグニッションON”
にし
た時に、一定の条件をクリアしないと製品本体のブザーが鳴り威嚇●1年間の長期製品保証
■ご注意
●本製品は国産カーメーカー純正ターボ車で12Vマイナスアース車両専用です。
（輸入車はお取り付
け出来ません）●ガソリンターボ・ディーゼルターボ車に共通でお使いいただけます。●車種別専用ハー
ネスについて：車種別専用ハーネスは必ず弊社製ハーネスと組み合わせてご使用ください。
（他社製
ハーネスをご使用の場合は保証対象外となります）●車種によってはオートタイマー機能が正常に作動
しない場合があります。その際はマニュアルタイマーとしてご使用ください。●タイマー作動中はキーレ
スエントリー、電動チルトステアリング、電動スライドシート、エアコンなどの装備品は車種によってはご
使用になれません。●オートライト装着車はライトスイッチをマニュアル操作でご使用ください。
（オート
の場合、アフターアイドリング終了後も点灯したままとなります）●ニッサン車のキーインターロック付シ
フトロック装着車（S63.6〜のA/T車）の一部車種では、
「ニッサンシフトロック解除アダプター 4759
−40/4769−00」の併用が必要です。詳細については適合表をご参照ください。●弊社では本製品の
動作の有無にかかわらず、万一車両及び車載品のいたずらや盗難、走行事故等が発生しても責任は一
切負いかねます。

17

ターボタイマー

全てがスタンダード、全てが
タイマー機能のエッセンスを
磨き上げた最終モデル。
フルオートタイマーベーシックモデル

MODEL No.4754 ￥10,290（税込）
ウルトラ“フルオートタイマー”の最新モデ
ルとして その基本機能を凝縮し コストパ
フォーマンスを徹底的に追及した新製品。上
位機種 No.4755 の扱いやすさ、シンプルさは
そのままに、タイマー機能を最優先に仕上げ
たベーシックモデル No.4754。

基本配線図

■4754の主な仕様
●国産純正ターボ
（ガソリンターボ・ディーゼルターボ）
車専用。
●12Vマイナスアース車専用。
●動作保証電圧DC10V〜DC15V●リレー
容量25A×2●本体寸法76.5
（W）
×21
（H）
×83
（D）
mm●視認性に優れた高輝度LEDを採用●オートモード
：走行状況に応じて3段階か
らオートモードの演算レベルを選択可能●マニュアルモード
：10秒〜9分50秒まで任意に選択可能●スイッチ操作及びアフターアイドリン
グをブザー音でお知らせ●二重のセーフティー回路機能：車速検出回路、
パーキングブレーキ回路と連動●バッテリー電圧表示機能：デジ
タル表示で7．
0V〜20．
0Vまでバッテリー電圧を表示
（0．
1V単位）
●バッテリー電圧のワーニング機能：任意に設定した電圧でブザー音と
LED点滅による警告
（電圧不足・過充電共に設定可能）
●1年間の製品保証
■ご注意
●本製品はカーメーカー純正ターボ車で12Vマイナスアース車両専用です。
●ガソリンターボ・ディーゼルターボ車に共通でお使い頂けま
す。
●車種別専用ハーネスについて：車種別専用ハーネスは必ず弊社製ハーネスと組み合わせてご使用ください。
（他社製ハーネスをご使
用の場合は保証対象外となります）
●オートライト装着車はライトスイッチをマニュアル操作でご使用ください。
（オートの場合、
アフターアイ
ドリング終了後も点灯したままとなる恐れがあります）
●ニッサン車のキーインターロック付シフトロック装着車
（S63．
6〜のA/T車）
の一部
車種では、
「ニッサンシフトロック解除アダプター№4759−40/4769−00」
の併用が必要です。
詳細については弊社タイマーハーネス
適合表をご参照ください。
●タイマー作動中はキーレスエントリー、
電動チルトステアリング、
電動スライドシート、
エアコンなどの装備品は車
種によってはご使用になれません。
●最新のハンズフリーキーシステム
（スマートキーなど）
装備車では、
エンジンが停止する前に車から離
れてしまうとドアロックされません。
必ず、
アフターアイドルが終了後、
エンジンが停止したことを確認後、
車から離れて下さい。
●純正セキュ
リティ機能の作動について：すでにレガシィの一部で確認されているように、
同車純正オプションのセキュリティ機能をディーラーにて設定
されている場合にはこのセキュリティが、
エンジン停止後のドアロックと連動するように設計されているため、
弊社タイマーでアフターアイド
ル中にドアロックをしてしまうとセキュリティ機能が正常に働きません。
必ずエンジン停止後にドアロックをして頂けます様お願いします。
●
一部純正押しボタンスタート式車両について：
プッシュスタートボタンを採用した車種にはIGキーコネクタが廃止さているために車種別専用
ハーネスの設定も出来ず、
取り付けも出来ませんので弊社ターボタイマーの適合から除外しています。

ターボタイマー 24V仕様
ターボタイマー for 24V（24V 仕様）

MODEL No.4756 ￥14,490（税込）
フルオートターボタイマーの扱い易さ、シン
プル設計をそのままに、バッテリー電圧表示
機能をも装備し、一層活躍の場を拡げた 24V
仕様のターボタイマーです。
オプション簡易セキュリティ機能
1.LED威嚇機能

“イグニッションＯＦＦ”で付属の大型ＬＥＤ
（10φ）
が点滅を繰り返し、威嚇します。

2.セキュリティステッカー2枚を付属

“オプションLED No.4758-30 ¥1,575（税込）”
基本配線図
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■4756の主な仕様
●国産純正ターボ（ガソリンターボ・ディーゼルターボ）車専用。●24Vマイナスアース車専用。●動作保証電圧DC20V〜
DC30V●リレー容量15A×2●本体寸法75（W）×21（H）×84（D）mm●視認性に優れた高輝度LEDを採用●アイドリング時
間：10秒〜9分50秒まで任意に選択可能●二重のセーフティー回路機能：パーキングブレーキ回路、車速検出回路（車速信号
が取れる車種）と連動●バッテリー電圧表示機能：ディジタル表示で19.0V〜30.0Vまでバッテリー電圧を表示（0.1V単位）●
バッテリー電圧のワーニング機能：任意に設定した電圧でLED点滅による警告（電圧不足・過充電共に設定可能）●1年間製品
保証●オプションModelNo.4758-30簡易セキュリティLED：イグニッションOFF時に外付け10φLEDが点滅し威嚇
■ご注意
●本製品はカーメーカー純正ターボ車で24Vマイナスアース車両専用です。●ガソリンターボ・ディーゼルターボ車に共通で
お使い頂けます。 ● タイマ ー 作 動 中は キ ー レスエントリ ー、 電 動 チルトステアリング、 電 動 スライドシ ー ト 、 エアコン
な ど の 装 備 品は 車 種に よ っ て は ご 使 用に な れ ま せ ん 。 ● オ ー トライト 装 着 車は ライトスイ ッ チ を マニ ュ アル 操 作で
ご 使 用く ださい。（オートの場合、アフターアイドリング終了後も点灯したままとなります）
● 弊 社で は 本 製 品の 動 作の 有 無に 関わ ら ず 、 万 一 車 両 及び 車 載 品の い た ず ら や 盗 難 、 走 行 事 故 等が 発 生し て も 責 任
は 一 切 負いかねます。

TURBO MONITOR Ⅱ

ターボモニターⅡ

ターボモニターⅡ

MODEL No.4706 ￥29,400（税込）
ハイパフォーマンスターボ専用デジタル式多機能ブーストゲージ

ターボ車専用 デジタルブーストゲージそしてターボタイマー機能とターボ車に不
可欠な機能を搭載した最上位モデル
「ターボモニターⅡ No.4706」。
デジタル式ブーストゲージにエンジン回転数表示
（REV）機能、バッテリー電圧
表示を追加し、最も取り付けの容易なセパレートボディ仕様を採用した、プレミ
アムターボゲージの誕生です。
■各表示モード

ターボモニターⅡ 主な機能
と特長
表示部とリレ ー 部ユニ ッ トを分離し
たセパレート方式を採用
独立したディスプレイ部
（LCD）によって
取り付け場所の自由度を大幅に拡大し、
取り付け、視認性を最優先としました。
表示部バックライトには白色LEDを新採用
白色LEDバックライトの新採用によっ
て優れた視認性を発揮。 特に、 夜間
走行時には目に優しく鮮やかでクリ
アな画面を表示します。
データを保持するメモリー機能付ICを搭載
メモリー機能付きICの採用によって、バッ
テリー電源線への接続が不要となり、ユ
ニット内部に安定してデータを保持します。
ターボタイマー機能：
オートモードとマニュアルモードのツーウェイ方式
アフターアイドリング中は表示部のLCDを
赤のバックライトに切り替え、1秒毎のカ
ウントダウン方式とバーグラフの減算方式
を採用。又カウントダウン中はブザー音で
もお知らせします（
。ブザー音 オフも設定可能）
オートモード：ブースト圧の変化から走行
条件に応じた最適なアフターアイドリング
時間を演算し、タイマー時間をリアルタイ
ムに表示します（3段階のレベル設定可能）
。
マニュアルモード：10秒から9分50秒まで
アフターアイドリング時間を任意設定。
ブースト表示機能
1.デジタル表示とバーグラフでブースト
値を表示。2.ピーク値のメモリー機能。
3.ワ ー ニング機能： 任意に設定した
ブ ー スト値に達するとブザ ー 音と表

スピードモード

REV
（エンジン回転数）
モード

ブーストゲージモード

バッテリーモード

オイルメンテナンスモード

ターボタイマーモード

ブーストピークモード

ブーストワーニング機能

示部を赤と白の点滅で警告します。
REV(エンジン回転数)表示機能
1.デジタル表示でエンジン回転数表
示、バーグラフでブースト値を表示。
2.ピーク値のメモリー機能。(バーグ
ラフはエンジン回転数ピ ー ク値時の
ブ ー スト値を表示 ）3.ワ ー ニング機
能： 任意に設定したエンジン回転数
に達するとブザ ー 音と表示部を赤と
白の点滅で警告します。
スピード表示機能
1.デジタル表示でスピード表示、バー
グラフでブ ー スト値を表示。2.ピ ー
ク値のメモリー機能。(バーグラフは
スピードピーク値時のブースト値を
表示）3.ワーニング機能：任意に設定
した速度に達するとブザー音（10km/
h毎に3段階）と表示部を赤と白の点滅
で警告します。
オイルメンテナンス表示機能
設定されたオイル交換距離までの残
り距離数を表示、 設定距離数に達
するとオイル交換マ ー クの点滅で
お知らせします。 オイル交換距離：
3000km，5000km，10000km の い ず
れかを設定可能。
オープニング表示機能
キースイッチ オンでバッテリー電圧、

基本配線図

■外形寸法（単位＝ mm）

（付属）

オイル交換残距離数、ブーストピーク
値、スピードピーク値、REVピーク
値、バッテリー電圧の項目を2秒間ず
つのオープニング表示。(オープニン
グ表示機能 オフも設定可能）
ガソリン･ディーゼル車に関係なく国
産純正ターボ車に適用
サ ー キ ッ ト走行専用に速度リミ ッ
ター解除機能を装備(競技車専用）
現行車両の多数が解除出来なくなり
ましたので、 解除の可否は必ずお問
い合わせ下さい。
■4706の主な仕様

●国産純正ターボ(ガソリンターボ、ディーゼルターボ)
車専用 ●動作電圧：DC10V〜DC15V(12Vマイナス
アース車専用) ●動作温度：-20℃〜70℃ ●消費電
流：表示動作時120mA、IG OFF時- - - 4.5mA ●
表示部とリレ ー 部を分離したセパレ ート方式●適用
車速パルス数：2,4,8,16パルスの国産車対応 ●適用
気筒数：1〜8気筒(4サイクル)対応。
（REV表示はディー
ゼル車にはご使用出来ません ）
 ●リレ ー 容量：15A
×2 ●表示：透過式LCD採用
（ 通常時 ”白色
“LED表
示、ワーニング時”白
“と”赤色
“LEDを交互に点滅●
ターボタイマー機能：オート⇔マニュアルモードへのワ
ンタッチ切り替え ●オートモード：走行中のブースト
圧と速度から適切なアフターアイドル時間をリアルタイ
ムに表示
（オートレベル3段階選択可能）
 ●マニュアル
モード：10秒〜9分50秒まで任意に設定 ●スイッチ
操作をブザー音でお知らせ●アフターアイドリング中は
ブザー音と共にLCD表示を
“赤”
に切り替え1秒毎のカ
ウントダウン方式●デジタル数字表示：タイマー時間、
ブースト表示
（-1.00〜2.00×100kPa、0.01kPa単
位）
 、スピード表示
（最高300km/h）
、エンジン回転
数表示
（最大9990rpm、10rpm単位）
、バッテリー
電圧表示
（7.00v〜20.00v、0.1v単位 ）
、 オイル交
換残距離数表示 ●バーグラフ：ブースト表示
（-1.0×
100kPa〜1.5×100kPa）
、 アフターアイドリングは
タイマー時間の％ 表示で1セグメントずつのカウントダ
ウン方式 ●ワーニング機能：ブースト圧、スピード、
エンジン回転数で任意に設定でき、 設定値に達する
とブザー音とLCD表示のバックライトを”赤
“と”白”の
点滅で警告 ●オイル交換ワーニング機能：交換時期
を3,000、5,000、10,000kmから任意に選択、到
達時にオイル交換マ ー クとLCD表示のバ ッ クライト
を”赤
“と”白”の点滅でお知らせ●スピードリミッター
解除機能 ●オープニング表示機能：イグニッション
ON時、メンテナンス表示としてバッテリー電圧、及び
オイル交換残距離数を又、各モードのピーク値を自動
的に2秒間づつ表示
（オフの設定も可能）●1年間の長
期製品保証
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CAN-BUS ADAPTER

CAN通信車専用CAN-BUSアダプターシリーズ
CAN通信からデジタル製品装着に
必要な種々の信号を検出するCAN-BUSアダプター。
ULTRAのデジタルメーター、
タコメーターへの信号を簡単に出力。
カーナビにも国産車、輸入車にも対応。
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CAN-BUSアダプター

キャンバスアダプター Model No.4950-00 ～ 50,4952-00 ～ 40 ￥26,250（税込）
最新の輸入車や国産車に多数採用されているCAN-BUSシステムに対応して、 カーメーカー、 車種ごとに専用の
CAN-BUSアダプターを開発致しました。ULTRA CAN-BUSアダプターは簡単な取り付けで、旧来困難だったCAN
通信採用車にNAVIや弊社デジタルメーターシリーズの信号取り出しを一層容易にすることが可能となります。 従
来、CAN通信であったがためにタコメーターやデジタルメーターの取り付けが困難であった車種であってもULTRA
CAN-BUSアダプターの併用によって、REV
（エンジン回転）
信号、車速信号、イルミネーション、リバース信号、そして、
種々の電源を非常に簡単に取り出すことが出来るようになります。特に、輸入車など信号位置が全く特定できなかっ
たモデルでも、このアダプターによって輸入車にいろいろなデジタル製品の取り付けが可能となりました。
簡単な取付け
4本の配線での取り付けとなり、 車両側
からCAN通信信号の2線
（主にツイスト線）
を指定の位置周辺に接続し、 常時電源
とGNDは付属専用OBDⅡカプラに接続
するだけの簡単な取り付けを実現しまし
た。一部の車種
（トヨタ、ニッサン、マツダ、
VOLVO）ではOBDⅡカプラへの接続だけ
で全ての信号を取得でき、CAN通信への
個別の配線作業が不要となるので取り付
けは一層容易なものとなります。
充実の出力信号で安全設計
本ユニットを介して、すべての線からの信
号出力を可能としているため、本ユニット

入力常時電源側には3Aのヒューズを装備
していますので、製品取付け時のミス等で
も車両側への影響を皆無にした安全設計
で構成しています。

CAN-BUS アダプター トヨタ / ニッサン専用 オプションリンクハーネス
MODEL No.4959-10 ¥7,140( 税込 )

多彩なバリエーション
輸入車用に6機種、国産車用に、5機種を
設定し、大半の車両に対応できるバリエー
ションを充実させました。
（各モデルの適合
については弊社HP適合表をご覧下さい）
コンパクトユニットの採用
本体ユニットの外形寸法を75
（W）×
22(H)×56(D)mmとコンパクト設計とし
て 取り付け場所を選ばず、収納、設
置を容易にしています。
■4950-00〜50,4952-00〜40の主な仕様

●定格電圧：14Vマイナスアース車専用
●消費電流：最大3A待機電流：5mA以下
●動作温度：−20〜70℃
●本体ユニット寸法：75（W）×22(H)×56(D)mm
●接続配線本数＝入力側4本
常時電源（B電源）,CANHi信号,CANLo信号,
GND（アース）の4本のみ。
●出力信号
・車速信号（5Vデジタルパルス出力）最大：250km/hまで
※但し、 車両側のデータによる

本ハーネスは、トヨタ用No.4952-10、ニッサン用No.4952-00
のＣＡＮ－ＢＵＳアダプターと併用することによりアンダーカ
バーの後方に隠すことができ、不要な配線が出ないこと、
そして、ディーラーなどでの車両点検時にもＣＡＮ－ＢＵＳ
アダプターを外したりする必要がなくなります。

・エンジン回転信号（12Vデジタルパルス出力）最大：
16,000rpmまで ※但し、 車両側のデータによる
・常時電源（最大500mA）
・ACC電源（最大500mA）
・イルミネーション電源（最大500mA）
・リバース信号（最大200mA）
・パーキングブレーキ信号
※ユニットからの信号出力などすべてデジタル製品専用としてい
ますので、電源など大電流としては利用できません。

適合ユニット種類
国産車用モデル
No.4952-00 ニッサン専用
No.4952-10 トヨタ専用
No.4952-20 マツダ専用※1
No.4952-30 スバル専用
No.4952-40 ホンダ専用
輸入車用モデル
No.4950-00 メルセデスベンツ専用
No.4950-10 BMW専用
No.4950-20 VW/アウディ専用
No.4950-30 ボルボ専用
No.4950-40 アルファロメオ専用※1
No.4950-50 ポルシェ専用
現在11種類 随時更新
（メーカ追加毎、
適合品番追加）
※１：現時点では、エンジン回転信号が出力されません。
詳細は、弊社HP
（http://www.nagaidenshi.co.jp/）
にてご確認下さい。

基本配線図

■CAN-BUSアダプターを使用して使用できる製品
スピードモニターシリーズ No.4015、4016、4020、
4025、シフトインジケーター、ステッピングタコメーター
基本配線図

基本配線図

シフトインジケーター + CANBUS

タコメーター + CANBUS
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ENGINE SOUND SYSTEM

（車両接近通報装置）

ハイブリッド（HV）車、EV車専用
擬似エンジンサウンドシステム
擬似エンジンサウンドが、
HV車、EV車の静粛な接近を優しく歩行者にお知らせします。

国土交通省「ハイブリッド車等の静粛性に関する対策のガイドライン」を指針に設計されています。
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エンジンサウンドシステム

エンジンサウンドシステム Model No.4300 ￥10,290（税込）
擬似エンジンサウンドが、ハイブリッド車、EV車の接近を歩行者にやさしく知らせます。
平成22年1月 国土交通省 発表《ハイブリッド車等の静音性に関する対策のガイドライン》
に基づいた設計をしています。

◉ 擬似エンジンサウンドの種類および音量レベルを任意に
選択可能
◉ 環境に合わせて音量、 サウンドの種類を選択でき周辺環境
等に適した使用が可能
◉ 擬似エンジンサウンドは車両速度で最高４０km/hまで出力
◉ 繁華街など周囲騒音が多い場所でもワンタッチで一段音量
大きめの音量に変更可能
通常走行エンジンサウンド機能
エンジンサウンドは時速０～４０km/h
間に出力します。5km/h毎音量が自動
的にUPします。 エンジンサウンドは4種
類の中からユーザーが最適と感じる音
を選択することが出来ます。
1.エンジン音１ 時速２０km/ｈ以上でエ
ンジン音の音程が変化します。
2.エンジン音２ 時速２０km/ｈ以上でエ
ンジン音の音程が変化します。
3.エンジン音３ 一定出力
4.バイク音
一定出力
音量は１５段階のレベルで選択可能
強制エンジンサウンド
（ワンタッチラウド）
機能
通常走行、 擬似エンジン音出力中に周
辺騒音が大きい繁華街などでのシチュ
エーションで歩行者自転車が気付きに
くい環境でも、ボタンをワンタッチで
数秒間だけ通常の擬似音よりも大きな
音量でサウンド出力します。
この音は３種類の中から設定可能
1.エンジン音Ⅰ 2.エンジン音Ⅱ 3.エ
ンジン音Ⅲ ＊音量を０にすることで、
通常走行音で選択したサウンド音を８
段上げた音量で出力します。

エンジンスタートサウンド機能
エンジン始動と連動して擬似
的なエンジン始動音を出力で
きます。
この始動音は２種類の中から選択可能
１．エンジンスタート音１
２．エンジンスタート音２
インジケーター機能付きコントロール
スイッチ
エンジンサウンドが出力されていることを
ひと目で確認できるように赤ＬＥＤが点灯
します。
また、このスイッチボックスの操作でエン
ジンサウンドの音種類設定、音量設定な
ど制御することが出来ます。
一時出力停止（ミュート）機能
深夜や住宅街の静かな場所で、擬似サ
ウンド音を消音したい場合、コント
ロールスイッチのＳＴＯＰボタンの押し
方で２種類の消音（ミュート）機能を装
備しました。
寸法：本体ユニット寸法：

７５（Ｗ）×２１（Ｈ）×５２（Ｄ）ｍｍ
コントロールスイッチ寸法：
６０（Ｗ）×２３（Ｈ）×１６（Ｄ）ｍｍ
付属スピーカー寸法：
８０. ５（Ｗ）×１００（Ｈ）×７８（Ｄ）ｍｍ

■4300の主な仕様

●12Ｖマイナスアース専用
●エンジンサウンド音選択機能（4種類から選択）
●エンジンサウンド音量選択機能
（１５段階から選択）

●強制エンジンサウンド機能（３種類から選択）
●イグニッション エンジンサウンド機能
（２種類か
ら選択）
●定格電圧１０〜１５Ｖ
●動作温度範囲 −２０〜７０℃
●消費電流 ＭＡＸ500mA

■ご注意

● 本製品は国産車で、12Vマイナスア ー ス車両専
用です。24V車両、及び輸入車へのお取り付けは出
来ません。
● 本システムは、 運転者の注意義務を軽減するもの
ではありません。安全に十分注意して運転して下さい。
● 本システム動作の有無に関わらず、 弊社では交通
事故等の責任は一切負いかねますので、ご了承下さい。
● 付属スピーカーは完全防水仕様ではありません。
高圧洗車等でスピーカーに強く水をかけないで下さ
い。故障の原因となります。
● 本体ユニットやコントロールスイッチは防水仕様
でありません。水のかからない場所に設置して下さい。
● 本製品のお取付は、 必ず専門知識がある業者に
ご依頼下さい。
※付属のコントロールスイッチで
サウンドの種類、ON/OFFなど制御出来ます。

基本配線図
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MIRROR SUPPORT SYSTEM

バックでの駐車・車庫入れをミラーがサポート

バックする時、電動ミラーが自動で「下向き」にセット!!
駐車や車庫入れのバックがとてもスムーズになります。

●リバースと同時にドアミラー鏡面部が自動的に下降
●助手席側、運転席側、左右両側のミラー鏡面下降自由自在
●画期的補正学習機能を装備（設定後の細かな修正を学習し、ミラー
のベストポジションを記憶します）
●切り返しの操作で「ドライブ」にシフトしても、数秒間はミラー位
置をキープ、その後定位置に自動復帰（ミラー復帰時間：3・5・8
・10秒 と4段階より選択可能）
●ミラー鏡面位置を4方向（上・下・左・右）に設定可能
●お二人分 2メモリー機能を装備
バックする時、電動ミラーを自動で「下
向き」セット!駐車や車庫入れのバック
がとてもスムーズになります。
● シフトレバーの「REVERSE」に連動、
ミラーポジションを自動下降させます。
● 2メモリー：2ポジションの設定が可能。
リバース時のミラー 下降を助手席側
のみ、 または助手席・ 運転席両側
ミラーと設定ができ、 駐車場やドライ
バーチェンジ等使用状況に合わせて
ワンタッチで切り替えができます。
● 助手席・運転席両側とも自在に設定。
ミラーの向きを「上・下・左・右」4方
向自由に設定、 運転者のベストポジ
ションを記憶します。
● 切り返しの操作で「ドライブ 」にシフト
しても数秒間はミラー 下降の位置を
キープし、 駐車・車庫入れ完了後
に自動で通常のミラー位置に戻ります。
（リバース終了後のミラー復帰時間：
3・5・8・10秒と4段階より選択可能）
● 補正機能
設定後の細かい修正を学習し、いつ
もベストポジションを記憶します。
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初心者はもちろん運転に熟
練な方でもバ ッ ク走行は、
とても気を使うものです。
熟練ドライバ ー の多くが、
バ ッ クで車庫入れする時、
手動で、助手席のドアミラー
を下向きに下げて後方の確
認を楽にし、 駐車を容易に
しています。
ミラ ー サポ ー トシステムは
この一連の動作を自動的
に行うシステムで、 ギアの
セレクターを R（リバース）
に入れると、 自動で、 ドア
ミラーの鏡面が下方を向き、
車体横の下方向の視野を格
段に向上させ、 路面の白線
や横方向の突起などの確認
を容易にし、 駐車、 車庫入
れを容易にします。

走行時のミラーポジションも
ハザードキット別売の「ハザードキッ
ワンタッチで設定位置に！
ト」
の装着でさらに機能が拡張します。
●「DRIVE」モードにも2メモリーの設定 （一部車種では、標準付属モデルを設定）
が可能、普段乗られる2名
（本人・奥様 ●「REVERSE」時にミラーと連動して
ハザードを点滅。 駐車・車庫入れを
など）
分のミラーポジションを記憶します。
後続車に警告します。（ 切り返しの操
● ドライバーチェンジでのミラーポジション
作中も点滅を持続）
がワンタッチで変更できます。
● ワイヤレスキーで行う「ロック/アンロッ
ク」の動作をハザードの点滅で確認で
きます。
（ロック1回、
アンロック3回点滅）
● ハザードの点滅で知らせる「警告」と
「あいさつ」がワンタッチボタンで楽々！
ドアロックに併せてミラーを
自動開閉！（純正ワイヤレスキーに対応）
● ドアロック時のミラー自動格納、アンロッ
ク時の自動OPEN。
● ワイヤレスキーで行う「ドアロック/アン
ロック」の動作をミラーの開閉で確認
出来ます。
■ライトSWレバー先端に取り付けた付属ハザードスイッチの操
作だけで、ハザードを自在にコントロール。
（ワンプッシュでハ
ザード2回点滅）
■渋滞時や緊急時の停車を素早く確実に「警告」
、後続車への「あ
りがとう」
サインもラクラクワンタッチ！
■「2度押し」でハザード点滅を5分間延長。荷物の積み下ろしや
コンビニでの買い物などちょっとクルマを離れるときに便利な延
長機能。

ミラーサポートシステム
■ミラーサポートシステム
品番
No.630010
No.630020
No.630030（ハザード標準付属モデル）
No.630040（ハザード標準付属モデル）
No.630050（ハザード標準付属モデル）
No.630060（ハザード標準付属モデル）
No.630070（ハザード標準付属モデル）

定価（税込）適合車
¥26,040 ニッサン：エルグランドE50（〜H12.7）、プレーリーリバティーM12（〜H13.4）、テラノR50（〜H11.1）他
¥26,040 ニッサン：エルグランドE50（H12.8〜）、E51、セレナC24、ウイングロードY11、
リバティM12（H13.5〜）他
¥28,140 ニッサン：ステージアM35MC前、スカイラインV35MC前
¥28,140 ニッサン：プレサージュ U31、ティアナ J31、キューブZ11、マーチK12、ムラーノZ50、セレナC25、ラフェスタB30、ティーダC11他
¥28,140 ニッサン：ステージアM35MC後、スカイラインV35MC後
¥28,140 ニッサン：エルグランドE51（H17.1〜）、プレサージュU31（H18.6〜）、ティーダC11（H17.12〜）他
¥28,140 ニッサン：スカイラインV36、フェアレディZ Z34、エクストレイルT31
ト ヨ タ：ハイラックスサーフ N180系、ハイエースレジアス H40系（〜H11.8）、エスティマTCR10,20系、
No.630110
¥26,040
エミーナ・ルシーダR10,20系、
タウンエースノア R40,50系他
No.630120（ハザード標準付属モデル） ¥28,140 ト ヨ タ：ハリアーCU10系、アルテッツァXE10系、ランドクルーザープラドJ90（H11.6〜）系
ト ヨ タ：エスティマCR30,40系、アルファードNH10系、ノア・ヴォクシーAZR60系、ハリアーACU3系、ウイッシュNE1#系他
No.630130（ハザード標準付属モデル） ¥28,140
マ ツ ダ：アテンザGG,GY系、RX-8 LA-SE＃系、
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ス バ ル : フォレスターSG5、R2
¥26,040
ト ヨ タ：カルディナT210系（H11.12〜）、
レジアス・ツーリングハイエースH40系（H11.8〜）
¥28,140 ト ヨ タ：エスティマGSR5＃W,ACR5＃W、エスティマハイブリットAHR20W
¥28,140 ト ヨ タ：アルフォード／ヴェルファイアANH2＃,GGH2＃、
レクサス IS（マイコンドライビング SYS無車 H20.9〜）
¥28,140 マ ツダ：MPV LW3W,FW、プレマシーCP8W（H13.7〜）、デミオDY3W,5W、ファミリアBJ系（H12.10〜）
¥26,040 マ ツダ：MPV LWEW,5W、プレマシーCP8W（〜H13.6）、ファミリアBJ系（〜H12.9）他
¥28,140 マ ツダ：アクセラUA-BK＃
ス バ ル ：レガシィBG,BL系
No.630310
¥26,040
ニッサン：ステージアC34、スカイラインR33,R34（〜H12.7）他
No.630320（ハザード標準付属モデル） ¥28,140 ス バ ル ：レガシィBP,BL系
No.630410
¥26,040 ホ ンダ ：ステップワゴンRF3〜7、ストリームRN1〜4、フィットGD1〜8他、エアウェイブGJ1,2他
No.630420
¥26,040 ホ ンダ ：オデッセイRA6〜9、アコードワゴンCF6,7、ステップワゴンRF1,2（H11.5〜）、S-MX RH1,2（H11.9〜）他
No.630430
¥26,040 ホ ンダ ：アコードCL7〜9、アコードワゴンCM2,3
No.630440
¥26,040 ホ ンダ ：レジェンドKA9、ステップワゴンRF1,2（〜H11.4）、S-MX RH1,2（〜H11.8）、オデッセイRA1〜5他
No.630450
¥26,040 ホ ンダ ：オデッセイRB1,2、エリシオンRR1〜4、エディックスBE1〜4、ステップワゴンRG1〜4
ミツビシ：パジェロV6＃W,V7＃W、グランディス NA4W、エアトレック CU2W,CU4W他
No.630510
¥26,040
（但し、
ドアロック・アンロック時のミラー格納・復帰はできません）
No.630610（ハザード標準付属モデル） ¥28,140 ダイハツ ：タントL375系、
ミラ L275系、ムーヴL175,LA100系
No.630710（ハザード標準付属モデル） ¥28,140 スズ キ ：スイフトZC＃＃、SX4、エスクード、スプラッシュ

No.630140

No.630150（ハザード標準付属モデル）
No.630160（ハザード標準付属モデル）
No.630210（ハザード標準付属モデル）
No.630220
No.630230（ハザード標準付属モデル）

No.630720（ハザード標準付属モデル） ¥28,140

スズ キ ：エブリイDA64W系、パレットMK21S系、ワゴンＲ MH23S系、ＭＲワゴン MF22S,33S系
ワゴンＲ MH23S系、ＭＲワゴン MF22S,33S系

■オプション「ハザード キット」
品

番

価

格

備

考

■主な仕様

汎用
「ハザードキット」
No.625010 ¥6,300（税込）
No.626010 ¥2,100（税込） 「ミラーヒーターアダプター」

●定格電圧：DC10〜15V●消費電流：MAX2A（ミラー動作時）、ACCまたはIG“OFF”時（待機時）5mA
以下 ●動作温度：−20〜70℃ ●本体寸法：W120×H22×D73 ●コントローラー部寸法：W60×H23×
D16 純正電動リモコンドアミラー装着車のみ対応●1年間の長期製品保障

Model No.630310適合にあるスバル車の一部で、
ミラースイッチ内にミラーヒータースイッチがあ
る車種は「ミラーヒーターアダプター」が必要になり
ます。ミラーヒータースイッチがミラースイッチ
以外の場所にある場合は、ミラーサポートシステム
（Model№630310）
のみで取り付け可能です。

●本製品の適合外の車両へのお取り付けは絶対にお止めください。
●純正電動ドアミラー装着車以外には本製品を取付けることは出来ません。
●ドアロック時のミラー自動格納、アンロック時の自動復帰機能（“アンサーバック”）は純正の電動格納式リ
モコンドアミラー装着車で、純正ワイヤレス・キー装着車にのみ使用できます。ただし、三菱車については
純正ワイヤレス・キー連動のミラー格納システムはご利用頂けません。

No.625410 ¥7,875（税込）

ホンダ専用
「ハザードキット」

■ご注意

リバースハザードシステム

REVERSE HAZARD SYSTEM
リバースハザードシステム

MODEL No.6270 ￥8,190（税込）

手元でラクラクハザードコントロール

●瞬時の状況に素早いハザード操作
●リバースギアと連動してハザード自動点滅
付属ハザードスイッチによる
あいさつ機能と5分間ハザードモード
付属ハザードスイッチの簡単な取
り付けで、運転中にハンドル操作
から手を離さずに指先だけでハ
ザードをコントロール。
●付属ハザードスイッチを車両の
ディマーSW頭部に取り付けることで、ハンドル操作から手を離
すことなく、ハザードを容易にON/OFF出来ます。
●挨拶機能：付属ハザードスイッチを1度押すと、2回のハザード
点滅をして、高速での渋滞など緊急停止時に後続車に警告を促
したり、 追い越しや狭い道路の譲りあいなどの挨拶にも効果を
発揮します。
●5分間ハザードモード：付属ハザードスイッチを1度押して2回の
ハザード点滅中にもう1度スイッチを押すと5分間の間ハザードを
点滅します。コンビニや自動販売機などに立ち寄るときに便利な5
分間設定です。点滅中にもう1度スイッチを押せば解除されます。
リバースギア連動ハザード点滅機能
バックでの車庫入れ、転回、駐
車をハザ ードの点滅で後続車や
歩行者に警告します。 また、 切
り返し操作中も点滅をキ ープ
（8
秒間）
出来ます。オートマ車、マ
ニュアル車に対応。

リバースハザードシステムはハザードランプを自由自在にコント
ロールする画期的なシステムです。製品に付属のハザードスイッ
チをステアリング周りに装着することで、事故や急な渋滞によ
る高速道路上での緊急停止など、 瞬時に素早い対応を必要
とする時、リバースハザードシステムがハザードをより安全に、
素早い操作を可能にして、後続車に減速を警告します。さらに、
リバースギアと連動したハザードの点滅が、バックでの車庫入
れ、転回、駐車を後方の歩行者や後続車に警告してバック走
行の安全を図り
ます。 その他、
挨拶機能や 5分
間ハザードモー
ドなど、 多機
能で使い方は自
由自在。

■主な仕様

●定格電圧：DC10〜15V
●消費電流：MAX10A
（ハザード点滅中） IG、ACC
“OFF”
時
（待機時） 1mA以下
●動作温度：−20〜70℃ ●適合車種：汎用モデル
●挨拶機能：点灯、消灯各0.5secの2回点滅
●5分間ハザードモード：点灯、消灯各0.5secを5分間継続
●リバースモード機能 ●専用ハザードスイッチ付属
●リバースモード解除機能：リバースモードで点滅中に付属ハザードスイッチを3秒押し続
けるとリバースモード機能が解除されます。 ●一時キャンセル機能：リバース時にハザー
ド点滅している間に付属ハザードスイッチを1度押すとその回に限りハザードをキャンセル
することが出来ます。

■主な適合

汎用モデルですから、大半の国産車、輸入車に適合します。取付けが簡単にできるように
詳細な説明書を付属しています。

■ご注意

1）国産車の一部・輸入車などライトスイッチ形状の異なるものについては、付属ハザード
スイッチの取り付け位置を変更する必要があります。
2）
この製品については 車検時には作動を解除する必要があります。
車検時には、必ず作動をOFFにして下さい。
3）輸入車の一部（ベンツ、
BMW等）のフラッシャーリレーが2系統以上ある車種については
本製品をお取付けできません。
4）リバースハザードシステムのハザード機能は車両に装備されているハザード回路とは独立し
たシステムのため標準のハザードシステムとは異なるタイミングで作動することがあります。
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STEPPING TACHOMETER
ステッピングタコメーター クラブマンシリーズ

MODEL No.1930（8500rpm） ¥31,500（税込）
MODEL No.1932（11000rpm）¥31,500（税込）
ステッピングモータードライブタコメーターとして長い間皆様のご支
持を頂いたタコメーターシリーズに各種の新機能を装備して新型タ
コメーターとして新登場致しました。
従来モデル同様シンプル設計を踏襲し旧車のレーシーなモデルか
ら市販車まで幅広くご愛用頂けるスタンダードモデルとして開発致
しました。

主な機能
■ ライトウェイトスポーツを
イメージした新デザイン

ケーターハムなどライトウェイトスポー
ツのコ ッ クピ ッ トをイメ ー ジした新デ
ザインのスケ ー ル板を採用した新設計
のタコメーター。旧車をサーキットで、
峠で楽しむエンスードライバーに正確な
エンジン回転数の表示と無用な装飾を一
切取り除き機能性のみを徹底的に追及
し、視認性の高いリニアタイプのスケー
ル間隔で、 使い易さを徹底したステ ッ
ピングモ ー タ ー ドライブ（ 駆動 ）のタコ
メーターとして完成しました。

■No.1930

■スモールライト機能（新機能）

LEDによるバ ッ クライトを採用し、 高
寿命の作動とスパルタンなインパネにも
マ ッ チするオレンジ色のLEDを採用致
しました。

■ピーク表示およびワーニング機能

REDとYELLOWのLED表示によるワー
ニングrpm設定やピ ー ク（ 最高回転数 ）
の表示など付属のスイ ッ チボ ッ クスか
ら種々の設定をすることが出来ます。

■指針応答速度設定機能（新機能）
ULTRA独自のステ ッ ピングタコメ ー
ターで採用されたステッピングモーター
駆動特有の指針の作動とユ ー ザ ー が最
適と感じる指針応答速度を4段階で変更
することが可能となりました。 この機
能によって往年のスミス機械式メーター
の作動を彷彿とするメ ー タ ー 作動を再
現することが可能となりました。
設定は4種類の作動速度から設定できます
モード1．回転数の上昇、下降
モードに設定。

両スピードを最速

■No.19308500r.p.m.仕様リニア：100r.p.m.毎
（3.75°）■No.1932 11000r.p.m.仕様リニア：
100r.p.m.毎（2.813°）
■ブラックリング仕様（標準品）
■コントローラー：グレースケルトンケース仕様

■外形寸法（単位＝ mm）

モード4．回転数の上昇、下降側ともにモード1の
1/2の作動速度に設定。

■暖機運転表示モード機能（新機能）

新採用のオ ー プニングパレ ー ドによ っ
て現在の設定値を即座に確認できる機
能で、IG電源ONで、位置補正後 → 暖
機運転モード回転数 → YELLOW回転
数 → RED回転数 → ピーク（最高）回転
数を順次に指針の作動によ っ て表示後
0点に戻りスタンバイする機能を採用し
ました。
パレ ー ドは各 々 のLEDとも連動した作
動表示を行います。（別に設定すること
でオ ー プニングモ ー ドを省略した仕様
でのご使用も可能です）
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●定格電圧：12V マイナスア ー ス専用●消費電
流：150mA 待機電流：8mA●動作温度：-20〜
70℃●ステッピングモーター駆動●設定コントロー
ラ ー 付属●ピ ー クホ ー ルド機能●ワ ー ニング機能
（REDとYELLOWのLED2種類設定可能）●ワーニ
ング信号外部出力端子付き●指針応答速度設定機能
（4種類から選択）●暖機運転表示モード機能●適合
車種：No.1930、1932 デジタルタコ信号 および
ＩＧコイルマイナス信号
※詳細は弊社ＨＰ適合表をご覧下さい。
●気筒設定（1,2,3,4,5,6,8気筒設定可能）●指針色:
白色
お取り付けのご注意：
●メーターは埋め込み型を主体に設計されていますの
で、ダッシュボードに置き型として装着する場合には、
弊社の専用メーターホルダーNo.1939-20、もしくは、

メーター種類

モード3．回転数の上昇側を最速に、下降側をディ
レイ
（2000rpm毎に下降）モード。

■オープニングパレード機能（新機能）

■主な仕様

市販のフィッティングキットなどをご利用下さい。

モード2．回転数の上昇側を最速に、下降側をディ
レイ
（1000rpm毎に下降）モード。

冷間時のハイパワーエンジンには欠かせ
ない暖気モ ー ド機能を新採用。 通常の
ワーニング（rpm）設定の半分ほどの低い
回転数でLEDが全点灯、 警告すること
を冷間時の15分間だけ保持するシステム
です。
（設定回転数は任意に調整可能）
始動後15分で標準モ ー ドに復帰し、 黄
色 ／ 赤LEDは設定rpmでの警告モ ー ド
に移行します。

■No.1932
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ステッピング タコメーター

ステッピングタコメーター クラブマンシリーズ

MODEL No.1930-10 OBD カプラオン仕様 (8500rpm) ¥31,500（税込）
ステッピングモータードライブタコメーターシリーズに、
トヨタ
・
ダイハツ車専用で取付けを一層簡単にした
“Ｏ
ＢＤ
（車両診断）
カプラ”
専用モデルNo.1930-10を新設定致しました。
トヨタ/ダイハツ車に装備されているＯ
ＢＤ
（車両診断）
カプラに
『カプラＯＮ』
の簡単な装着を実現しました。
他社で設定されている同様のカプラ
に差し込みタイプとは異なり、
専用ハーネスを割込ませる手法を採用したことで、
ディーラー等で診断カプ
ラからの車両診断を受ける際にも製品のカプラを外す必要もなく受診出来、
又、
診断カプラに割込ませる
方式で、
取付け後の配線がアンダーカバー裏側に収納されて、
配線が邪魔になる心配も
ありません。
各種の新機能はそのままに取付けが簡単で、
従来モデル同様シンプル設計を
踏襲し、
タコメーターの装備のない車両に簡単な取付けが可能となりました。

主な機能
（新機能） ■指針応答速度設定機能
■ カプラオンの簡単な取付け
ＯＢＤコネク
タ ( 診 断 カ プ ■暖機運転表示モード機能
ラ)に接続す
るだけのカ
プラＯＮタイ
プの簡単な
取付けを採用。面倒な配線も不要でタコ
メーターを容易に取付けられます。

■純正カプラーと同一タイプ
オス・メスカプラで配線（新機能）
純正診断カプラと同一タイプのオスメスカ
プラを採用したことでハーネス自体をアン
ダーカバーの後方に隠すことができます。
不要な配線が表に出ないこと、そして、
ディーラーに車を点検等に出す際も配線を
外したりする必要がありません。また、同
様のカプラから信号を検出する「 燃費計」
なども専用ハ ー
ネスに用意され
たメス側カプラ
に接続すること
で同時使用が可
能となります。

■オープニングパレード機能
■ピーク表示及びワーニング機能出力付き（追加機能）
■主な仕様

●定格電圧：12V マイナスアース専用
●消費電流：150mA 待機電流：8mA
●動作温度：-20〜70℃
●ステッピングモーター駆動
●設定コントローラー付属
●ピークホールド機能
●ワ ー ニング機能（REDとYELLOWのLED 2種類
設定可能）、外部出力端子付き
●指針移動時間選択機能（４種類から選択）
●オート暖機運転モード機能
●気筒設定(1,2,3,4,5,6,8気筒設定可能)
●埋め込み固定用ラバーバンド付属
付属スイッチボックス：グレースケルトンケース仕様
●適合車種：トヨタおよびダイハツ車適合
※詳細は弊社ＨＰ適合表をご覧下さい。

基本配線図

ステッピングタコメーター クラブマンシリーズ

MODEL No.1933-10 OBD カプラオン仕様 (7000rpm) ¥31,500（税込）
トヨタハイエース専用に、
最高回転数を７０００rpmとし、
ＯＢＤコネクタ
（診断カプラ）
から
「カプラON」の簡単接続で使用できる専用のタコメーターを開発。
回転数はガソリン/
ディーゼルどちらにも最適な７０００rpmというスケール表示を採用することで使いやす
さ、
視認性を追求しさらに取付けを一層簡単にした
“ＯＢＤコネクタ
（診断カプラ）
”
に
「カ
プラオン方式」
を採用したことで、
即座に使用出来る簡単安心設計を実現しました。
さらに、
指針カラーに純正スピードメーターと同色のLEDを採用することで、
ダッシュパ
ネルの統一感を演出しました。
（指針色は赤色）
適合車種：トヨタ４気筒車ハイエース、ディーゼル車に適合

※詳細は弊社ＨＰ適合表をご覧下さい。

基本配線図

ブザーアダプター

MODEL No.1939-30 ¥6,300（税込）
ウルトラステッピングタコメーターシリーズに
初のブザー音によるＲＥＶワーニング機能を
付加させるブザーアダプター。
サーキット走行会などでも運転に集中出来、
日中ＬＥＤ
ワーニングだけでは、
という時にこそ音によるワーニング機能が本領を発揮します。

◆ご注意
●メーターは埋め込み型を主体に設計さ
れていますので、ダッシュボードに置き
型として装着する場合には、 弊社の専用
メーターホルダーNo.1939-20、もしく
は、市販のフィッティングキットなどを
ご利用下さい。
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M.D.I.-DUAL

エンジンが目覚める衝撃のMDIインパクト
始動性で、 エンジンの吹けあがりで、 スタ ー
トダッシュでその差は歴然。
MDIから発せられる強力な点火火花と4波 ／2
波とエンジン速度に応じて切り替わるマルチス
パ ー クの強大なエネルギ ー によ っ て燃焼室で
の素早い火炎伝播の拡大を実現します。
より優れたイグニ ッ シ ョ ンへの期待から進化
し続ける点火装置は、ポイント式からフルトラ
へ そして、 さらにダイレクト点火へとそれ
はより安定した点火火花を供給することを課
題に研究され続けられたことに尽きます。
ウルトラはその開発過程の中で、レースカーに
多用されたCDIを研究しつくし、 さらにそれ
を市販車でも存分に使いこなせる仕様にと研
究して参りました。 その中での成功モデルが
歴代のCDIシリーズ、そしてさらにCDIの火花
を一度の点火タイミングに数度も点火させる ”
マルチプル ”へと昇華しより安定した高エネル
ギー点火システムへと進化させました。

■究極を求めた、ハイパフォーマンス

レ ー スカ ー 用点火システムの最高峰としてそ
の進化を遂げたCDI（ 容量放電 ）システム。 そ
れをレ ー スカ ー だけでなく市販車のハイパ
フ ォ ー マンスを引き出す最強の点火システム
「MDI」として結実しました。
CDIの唯一の弱点、 火花時間の短さを新回路
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の開発やマルチスパークによって、当初の5倍
以上もの長さを実現し、 低速域での長い火花
時間と中高速域での強力なスパークによって、
高回転域までカバ ー する最強の点火システム
に仕上げました。

■MDI最終モデルの誕生

旧来のMDIシステムを全ての方位から再検証
し、 点火火花時間をさらに延長することや構
成部材を精査し、 さらなる性能ア ッ プに大き
く貢献しました。
新システムの最大の特徴「全回転域でデュアル
放電点火システム」の開発採用で、低速から高
回転域まで、全域で2波の点火火花を供給する
ことで、 火花時間を大幅に増加させることに
成功し、より一層の燃焼効率を達成しました。
点火火花の構成では、1回の点火タイミングに
“メイン点火放電”と“サブ点火放電”の二回の
放電（デュアル放電点火システム）を行うこと
で 高回転域でも卓越した着火性能を実現し
ました。さらに、アイドリングから3000rpm（4
気筒 ）までの低速域では 1回の点火タイミン
グに 二回マルチ点火（1.5ms間隔）放電を供給
し、 その上各放電にはデ ュ アル放電点火を加
味しているので合計四回の点火放電を供給す
る事となります。
これによって、旧モデルで目指していた「火花

時間を最大限確保する」という難問を容易に解
決することが出来、 低速域では旧モデルの約
1.5倍に、3000rpm以上の高速域では約2倍の
火花時間の延長効果を実現しました。
ハイパワ ー エンジンでありながらクリ ー ンな
排気を追求した“ 超希薄燃焼エンジン ”が主流
の今日では、 低速から高速までの全域で希薄
燃焼が求められ、 燃焼を司る点火スパ ー クに
ついてもより大きな点火火花エネルギ ー、 長
い火花時間が求められています。
ULTRAはこの新型MDIシステムが採用した
新しい点火コントロ ー ルシステムによ っ て最
新のエンジンシステムに呼応したより高性能な
点火メカニズムでそれに応えました。
新型MDIシステムでは最初にメイン点火放電
によ っ て着火し 燃焼を開始して、 まさにそ
の燃焼の拡がりかけた一瞬0.5msリタード（遅
れた）時点でサブ点火放電が始まり、火炎伝播
の拡がりに追い討ちを掛けるように、 強力な
容量放電で2次着火し、火炎伝播速度を急速に
促進させ、 燃焼効率を大幅に改善することを
図 っ た画期的な点火システムです。 さらに低
回転域（3000rpm以下 ）では旧来からのマルチ
プル点火（二回マルチ点火のメイン点火・サブ
点火の間隔は0．1ms）の採用によ っ て、 さら
に長い火花時間を実現し、 燃焼効率を格段に
向上させました。

M.D.I-デュアル

性能を極める

経年変化を極力抑えるために構成部品点
数を大幅に現ずることに設計の主眼を置
き、構成部品の簡素化や部材の選別によっ
て、長寿命、省スペースを実現。

マルチスパークのコントロールにマイコンの
新採用によって、緻密なコントロールを実現。
さらに、 構成部品の省力化によ っ て、 経年
変化の抑制にも多大な貢献を果たしました。

MDIの心臓部ともいえるトランス部のコアに、
新素材パーマロイを採用したことで応答性の高
いシステムとして完成させました。新採用のデュ
アルスパ ー クには応答性の高いトランスなくし
てはその性能を達成することは不可能でした。

高性能トランスによって10000rpm（4気筒で10A）ま
で450Vもの1次側出力を安定供給することが可能とな
りました。マルチスパークで、高エネルギーを達成す
ることは、電流容量も大幅に増加し、それに見合った
部材の選定が安定した製品への重要な要素となります。

究極のハイパフォーマンスと信頼性を追及した極上のイグニッションシステム
M.D.I-DUAL マルチプル・ディスチャージド・デュアル・スパーク・イグニッション・システム
MODEL No.9950 標準タイプ ￥50,400（税込）
MDI-Dualの開発には、 その革新への姿勢は変わることなく、 すべ
ての方位から製品を見直し、より高いパフォーマンスを求めながら
耐久性で、 信頼性で比類無い高品質を極めることに全力を尽くし、
最終型MDI-D
（デュアル）
をここに完成させました。
ULTRAのCDIから始まった最強イグニッションシステム開発への取
り組みは、 最新テクノロジ ー のエ ッ センスをさらに凝縮し、MDIDualとして結実致しました。 目ざしたものは極上のイグニ ッ シ ョ
ンシステム。

複合マルチスパークシステム
低電圧補償
旧モデルから継承したマルチプル点火
（多発点 10Vという低電圧でも最大450Vもの1次側電圧
火）
を踏襲し、
低速域と高速回転域とその回転領 を発生し、
パワーロス防止のためにオルタネー
域に応じて、
2波、
1波と点火スパーク回数をコント ターを非装着のスプリントレーサーや十分な電圧
ロールしていることに加えて、
さらに1回の点火に 確保の困難なヒストリックカーでも安定した火花
メインとサブの2系統の点火を加えた
“デュアルス 特性を発揮し、
高回転域までデュアルスパークの
パークシステム”
を新採用。
点火には、
メイン点火と 長い火花時間を確保しながら安定した火花特
サブ点火の複合で放電し、
つまり、
1回の点火に 性を保持します。
は最初にメイン点火放電、
そして0.5ms遅れて
（リ 優れた高回転域特性
タード）
サブ点火放電を供給することでより優れ 新開発の低損失のトランスにはそのコアに高級
た燃焼効率を得ています。
素材「パーマロイ」
を採用し、
より効率的なシステ
これによって3000rpm
（4気筒）
以上では1回の点 ムを完成。
10000rpm
（4気筒で10A）
まで450Vの
火ながら2回の放電を最高回転域まで安定して 1次側出力を安定的に供給し、
中速域以上では1
供給し、
3000rpm以下の低速域ではこのデュア 回の点火ながらデュアルスパークを供給しながら
ル放電点火に加えて、
マルチプル放電が2回実 電圧降下を最小限に抑え、
6気筒、
8気筒等多気
施されますので合計4回の火花放電となり、
一層 筒エンジンに特に優れた効果を発揮します。
長い火花時間の確保を達成しました。
基本配線図

省電力、省力化設計
従来のモデルに較べ発振などを極力抑え、高温度対
応高性能マイコンの新採用によって、回路を大幅に省
力化し、複雑な点火コントロールを安定して制御するこ
とが可能となり、同時に高効率トランスの開発によって
徹底した省電力設計を実現。新採用のマイコンコント
ロールシステムなどによって点火コントロールをより細密
に、時間管理など一層細やかにすることが可能となり、
大幅な基板のダウンサイジングの成功したことで、外部
アダプターなど従来別アダプター化していたユニットを
全て内蔵した省スペース設計を実現しました。
車種別専用ハーネスを設定
IGコイルの仕様に合わせた車種別専用ハーネス
を設定
（別売）
。
MDIの簡単、
確実な取り付けを図ります。
※ハーネスはMDI9950専用で、他のモデルには製品に
ハーネスが付属されています。

一年間の長期製品保証

■No.9950専用ハーネス（別売り）※9950にはIGコイル側ハーネスを付属していません
1 日産車用ハーネスA
No.9520ｰ10 ¥5,250（税込）
閉磁型2端子
（T字型）
コイルで主に旧タイプ
2 日産車用ハーネスB
No.9520ｰ20 ¥5,250（税込）
上記以外の閉磁型2端子コイル
3 トヨタ車用ハーネスA
No.9521ｰ10 ¥5,250（税込）
閉磁型2端子コイル同時点火車を除く
4 マツダFD3S L側ハーネス
No.9522ｰ10 ¥5,775（税込）
5 円筒コイル用ハーネス（フルトラ車用） No.9529ｰ10 ¥5,250（税込）

※スズキ専用ハーネスはオプションIGコイルとセット品に変更されました。P32をご参照ください。

■M.D.I 9950の主な仕様

●12Vマイナスアース車専用
●電圧補償：バッテリー電圧10〜18V間で1次電圧450Vを安定供給
●マルチブロッキング発振方式の開発採用により高回転まで1次側電圧450Vを維持
●2次側出力特性：2次側放電電流はワンウェイ方式で、特に閉磁路コイルにベストマッチング
●純正フルトラ車に適用(PPKの設定がある車種については専用モデル9910を設定)
●電圧ロスの少なくヒューズ内蔵の直接配線方式。ノーマル配線からは信号のみ入力とする安全設計
●本体寸法：160(W)×98(H)×37(D)mm
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MODEL No.9910 PPK 対応モデル ￥58,800（税込）
ウルトラポイントレスパーツキット
（PPK）専用MDI-Dual No.9910。ポイント式点火
車で PPKの適合の車種に取り付け出来る専用MDIキット。フルトラ機能とMDI
点火システムを同時に装備できる最強のコンビ。ポイント式では味わえないフルト
ラのスムーズな走り、MDIからの強烈なインパクトで抜群の始動性と極太なトルク、
高回転までよどみ無く吹け上がる加速感は 旧型エンジンチューンの必須アイテム
として高く評価されています。
■M.D.I 9910の主な仕様と適合（本体の基本性能は9950に同等です）

●12Vマイナスアース車専用
●電圧補償：バッテリー電圧10〜18V間で1次電圧450Vを安定供給
●マルチブロッキング発振方式の開発採用により高回転まで1次側電圧450Vを維持
●2次側出力特性：2次側放電電流はワンウェイ方式で、特に閉磁路コイルにベストマッチング
●PPKの設定がある車種に適合（P42“PPK適合表”をご参照下さい） 
●電圧ロスの少なくヒューズ内蔵の直接配線方式。ノーマル配線からは信号のみ入力とする安全設計
●適合：ウルトラ専用PPK(ポイントレスパーツキット)を併用して、ポイント式からフルトラMDI化する専
用モデルで、ポイント式車でPPKの適合のある車種にのみ適合。純正IGコイル(円筒型)に合った専用ハー
ネスを付属。電流検出型
（日産 NAPS前に採用）
タコメーターにもアダプターユニットをMDI本体に内蔵。
●本体寸法：160(W)×98(H)×37(D)mm

基本配線図

※MDI9910には円筒IGコイル用ハーネスを標準で付属しています。

ポルシェ930専用対応ユニット MDI

TECH1

MODEL No.9955 ¥88,200（税込）
930ポルシェ専用で、純正のマグネットピックアップセンサー
（ディストリビューター）で動作する純正CDI
ユニットをリプレース
（交換）
するMDIキットです。注）
ポルシェポイント式CDIには対応しません。
旧型930ポルシェで純正CDIが破損するトラブルに対応して、弊社MDIでの交換ユニット
を受注生産で対応していましたが、需要の増加に伴い定番品として設定しました。旧来
の純正CDIに比べ、大幅に点火時間が長くなり、点火エネルギーは約2倍にまで増加し、
低中速での燃焼が向上し、始動性、低中速トルクのアップなどドライバビリティを大幅に
アップ。そして何より、安心してドライブできる高い信頼性を実現しました。
■No.9955の主な仕様と適合

基本配線図

M.D.I.-Dual本体ユニットに弊社SCA
（信号増幅アンプ）を内蔵し、純正のマグネットピックアップセンサーに直結して駆
動できるMDIユニットです。従来の純正CDIは取り外し、純正IGコイルそのままに配線でき、特殊な純正タコメーター
（純正CDIが作る回転信号専用）
も正常作動させる”
タコメーター回路”
を内蔵。
●12Vマイナスアース車専用 ●電圧補償：バッテリー電圧10〜18V間で一次電圧400Vを安定供給
●マルチブロッキング発振方式の開発により高回転まで一次電圧400Vまで維持
●2次側出力特性：2次側放電電流はワンウェイ方式の理想的な放電電流特性
●純正CDIの最大出力エネルギー62mJの約2倍の120mJの高出力を発生
●純正回転計
（特殊パルス信号にて駆動）専用回路の内蔵で正常作動

■適合車種
車名

型式

エンジン

年式

備考

911

930SC/SCS

3000cc NA

'78〜'83

純正CDI 6Pカプラー仕様

911

930ターボ

3300cc ターボ

'78〜'89

純正CDI 6Pカプラー仕様

ポルシェ993/964ツインプラグ専用 MDI

TECH2

MODEL No.9957 ¥115,500（税込）
993/964ポルシェのツインプラグ仕様専用MDIキットモデル。
2ディスビー、ツインIGコイルに対応し、ポルシェ専用に開発された省電力MDI-Dualユニット2個を
採用。IGコイル1個あたりに1台のユニットで駆動し、ツインプラグに強力な点火火花エネルギーを供
給する最強のシステム。MDIユニット2個を使用することでの高回転域での大幅な電流消費の増大
に対応して、ユニット内部回路から再構築することで高回転域の電流消費を大幅に低減させ、トー
タルで電流消費を極力抑えた設計として、車両への負担を大幅に軽減しました。また、電源ハーネ
スからの電圧降下を極力防ぐために、そして、配線の取り回しや取り付けを容易にするために専用
電源ハーネスを採用しました。純正設定の通り2個のIGコイルは同一のタイミングで点火します。
■No.9957の主な仕様と適合

すべてがポルシェツインプラグ専用設計で、消費電流を低減しながら高点火エネルギーを維持するという相
反する特性を両立。1コイルに1ユニット対応によって強力な点火スパークを生み出します。
●12Vマイナスアース車専用 ●電圧補償：バッテリー電圧10〜18V間で一次電圧400Vを安定供給
●マルチブロッキング発振方式の開発により高回転まで一次電圧400Vまで維持
●2次側出力特性：2次側放電電流はワンウェイ方式の理想的な放電電流特性
●純正イグナイターは、MDIの点火信号のみの動作となり自己発熱を低減
●専用M.D.I.-Dualユニット2個を採用

■適合車種
車名

型式

エンジン

年式

備考

911

964

3600cc NA

'89〜'94

カレラ2、カレラ4、カレラRS

911

993

3600cc NA

'94〜'98

カレラ、カレラ4、カレラRS
（3.8L）

928

M28

5000cc, 5400cc

'92以降

GTS
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基本配線図

M.D.I-デュアル

日産スカイラインS20 GTR専用モデル （GTR/Z432各S20エンジン専用モデル）

MODEL No.9958 ¥84,000（税込）
GC10, GC110系旧型ニッサンGTR/フェアレディZ432専用のMDI-D交換ユニット。
始動性の悪化、タコメーターの作動不良といった初期症状から始まる純正フルトラの
不良に対応して、旧来SCAキットなど分散したアダプター類までワンボディに納めた
GTR専用ユニット。純正のフルトラユニットに替わるSCA（信号アンプ）をMDI本体に
内蔵し、MDIユニットの取り付けだけで完成してしまうGTRオーナー待望のMDIキッ
トです。MDI-Dualユニットには、微弱化したディスビー信号にも十分対応するアン
プを内蔵のほか、特異な純正タコメーターをも駆動してしまう「タコメーター回路」ま
で内蔵する本格的なユニットとして完成しました。

基本配線図

●ご注意

1）
S-20エンジンに純正採用のハイレシオIGコイルへのMDINo.9958の取り付けは出来ません
ので、弊社MDIオプションIGコイルキットへ交換の上、お取り付け下さい。
2）
この専用IGコイルは最新の閉磁型IGコイルですので、プラグコード挿入部の奥行きが著しく
異なるため、旧来のIGコイルに合わせた純正プラグコードでは十分に挿入できないためにIG
コイル自体を破損することとなりますので、必ずULTRAシリコンコードと併用してください。

■適合車種
車名

型式

エンジン

年式

スカイライン

PGC10,KPGC110

2000cc S20

S44. 2〜S48.4

フェアレディZ 432

PS30

2000cc S20

S44.10〜S48

ホンダ4気筒専用 R.P（リプレイスメント）
フルキット

MODEL No.9951 ¥71,400（税込）
ホンダの優れたハイパフォーマンスエンジンにこそ欠かすことの出来ない
“高性能点火システム”として開発されたMDI-Dualシステムを、ホンダ独
自のIGコイル内蔵型ディストリビューター仕様に取り付けるためのMDI
フルキットです。
ディストリビューター内という過酷な環境にある純正IGコイルを使用す
ることなく、付属の専用IGコイルを外部に増設することで、IGコイル自
体を保護し、熱による性能低下から開放し、MDIの強力な火花エネルギー
と相まってホンダエンジンの澱みない、最上の吹き上がりを実現します。

基本配線図

（専用IGコイルを外付けするために必要なディスキャップ改造キットと70cmで製作された専
用センターコードを製品に付属しています）

■No.9951の主な仕様

ディストリビューター内の純正IGコイルを使用せずに専用コイル（付属）を外部へ設置すること
によりM.D.I化を可能としたキット。（プラグコードは、純正品が使用出来ますがM.D.Iの性能
をフルに活かす為にシリコーンコードへの交換をお勧めします。
（製品には70cmセンターコー
ドを付属しています）

■適合車種

イグニッションコイル内蔵型ディストリビューターを装着したホンダ4気筒車。

オプション イグニッションコイルキット

■ご注意

M.D.I.専用イグニッションコイルキット
MODEL No.9535-00 ¥13,440（税込）
旧車の円筒IGコイルが、製造終了などにより入手が困難になり
つつあり又、純正品が老朽化した場合等、他のIGコイルを選ぶ
必要があります。現在市販されているIGコイルには特性が不明
な場合や、MDIとのマッチングが懸念され、適合出来ないIGコ
イルもあり選択に苦慮することがあります。
特に、スカイラインGT−R（GC10）やZ432等に使用されたハイレ
シオIGコイルを換装するためのIGコイルとして開発されまし
た。
No.9535 IGコイルはMDIにマッチした特性で、円筒IGコイルか
ら配線を切断することなく移設出来ることに配慮した MDI専
用のオプションIGコイルキットです。
※この専用IGコイルのご使用に当たっては、センターコードの
挿入部の深さが一段と深くなっていますので、センターコード
は弊社シリコンコードを必ずご使用ください。純正のプラグコー
ドでは挿入が十分でなく、IGコイルを破損してしまう可能性が
ありますのでご注意下さい。

●“閉磁路型イグニッションコイル”は、旧来の
IGコイルに比べてプラグコード挿入部が深く純
正プラグコード
（ノーマル）
の使用ができません。
純正プラグコードのままでのご使用や改造、加
工等でのご使用は、車両及び本製品の故障、IG
コイルの破損の原因となりえますので、必ず製
品付属の「プラグコード特注製作シート」にご記
入の上、弊社シリコーンプラグコードをご注文
下さい。
（有償）


■適合

No.9950（円筒形IGコイル車）とNo.9958 適合車に対応※なお、この専用IGコイルを使用する
場合は、通常の円筒形ハーネスNo.9529-10は必要無くなりますのでご注意下さい。
基本配線図
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M.D.I-デュアル

OPTION IGNITION COIL KIT

M.D.I.専用イグニッションコイル スズキ用

基本配線図

MODEL No.9535-70 ¥13,440（税込）
スズキ車のF6A、K6Aエンジンでディスビ配電の車両にMDI9950
を取り付けるために専用のIGコイルキットを設定しました。
スズキ車の一部にはMDIなど高出力点火装置を取り付けるこ
とによって、IGコイルの耐圧が不足して耐えられない可能性が
あるために、この純正コイルに替わってMDIの高出力を受け
止める専用のIGコイルキットとして設定いたしました。配線も
従来の車両側純正コイルハーネスから差し替えるだけの簡単な
取付けで、MDIの性能を容易に、充分に引き出す事が出来ます。
※この専用IGコイルのご使用に当たっては、閉磁型最新コイ
■適合車種
ル仕様です。センターコードの挿入深さが一段と深くなってい
ますので、センターコードは弊社シリコンコードを併用してくだ
さい。純正のプラグコードでは挿入が十分でなく、IGコイルを
破損してしまう可能性がありますのでご注意下さい。

車種名

排気量

ワゴンRワイド

1000

アルトワークス

■ご注意

アルト

●“閉磁路型イグニッションコイル”は、旧来のIGコイルに比べてプラグ
コード挿入部が深く純正プラグコード（ノーマル）の使用ができません。
純正プラグコードのままでのご使用や改造、加工等でのご使用は、車両
及びMDIユニ ッ トの故障やIGコイルの破損の原因となります。 必ず製品
付属の「プラグコード特注製作シート」にご記入の上、弊社シリコーンプ
ラグコードをご注文下さい。（有償）


型

660

660

スズキ

ワゴンR

マツダ

660

カプチーノ

660

キャラ

660

ジムニー

660

AZ−1

660

式

K10A(DOHC:NA)
K10A(DOHC:ターボ)

HA11S,HB11S

H6.11〜H10.9

F6A(SOHC:ターボ)

HA21S,HB21S

H6.11〜H10.9

K6A(DOHC:ターボ)

CN/CP21S,CR/CS22S

H2.3〜H6.11

F6A(DOHC:ターボ)

HC11V,HD11V

H6.11〜H10.9

F6A(2V:キャブ)

HA11S,HB11S

H6.11〜H10.9

F6A(2V,4V)

HB11S

H9.4〜H10.9

F6A(4V:電子キャブ)

CN/CP21S,CR/CS22S

H2.3〜H6.11

F6A(2V,4V:EPI)

CN/CP21S,CR/CS22S

H2.3〜H6.11

F6A(4V:キャブ/AT)

CT51S,CV51S

H9.4〜H10.9

K6A(DOHC:ターボ)

CT21S,CV21S

H5.9〜H7.10

F6A(SOHC:NA)

CT21S,CV21S

H7.2〜H9.9

F6A(SOHC:ターボ)

ER11R

H3.10〜H7.5

F6A(DOHC:ターボ)

ER21R

H7.6〜H10.9

K6A(DOHC:ターボ)

PG6SS

H4.9〜H7.6

F6A(DOHC:ターボ)

JA12C,V,W

H7.11〜H10.9

F6A(SOHC:ターボ)

JA22W

H7.11〜H10.9

K6A(DOHC:ターボ)

PG6SA

H4.9〜H7.6

F6A(DOHC:ターボ)

MODEL No.9980 ¥91,350（税込）
シビックTypeR、インテグラTypeR専用のMDIダイレクトイグニッションシステムシステム。NA DOHCエ
ンジンの最高峰ホンダDOHCで、数々のサーキットでのレコードを記録した
“MDI同時点火システム”。
MDIの高エネルギーと同時点火との最強の組み合わせが、高回転域までよどむことなく限りなく吹け
上がるホンダエンジンの最強のパートナーとして多くのチューナーから圧倒的な支持を得ています。
基本配線図

●純正のオーソドックスな点火システムをMDIダイレクトIGNシステムに変貌させる待望のMDI-Rキットです。●新型M.D.I-DUALユニット
の開発によって、M.D.I本体ユニット1基をエンジンルームに設置する省スペース設計。さらに付属専用のIGコイルとの組み合わせで、高点
火エネルギーとハイボルテージを実現した高出力点火システム。●M.D.I.ダイレクトの1-4,2-3同爆点火システムにコンバートすることで、低
速、中速域での大幅なトルクアップを図り、サーキットのシケインや峠でのタイトコーナーでの立ち上がりを格段に向上させます。●配線は
付属ケーブルの差し換えだけのコネクターイン方式を採用した簡単な取付。●このシステムの点火時期コントロールは、純正点火システムか
らの点火信号をそのまま援用することで純正点火システムと全く同一の点火コントロールを維持しています。
※専用イグニッションコイルお取り付けの御注意
このキットにはシリコンコードを付属していませんので、別途IGコイルの取り付け位置に合わせてご注文下さい。●弊社MDI同時点火シス
テムに付属の
“閉磁路型イグニッションコイル”は、旧来のIGコイルに比べてプラグコード挿入部が深く純正プラグコード
（ノーマル）の使用がで
きません。純正プラグコードのままでのご使用や改造、加工等でのご使用は、車両及び本製品の故障、IGコイルの破損の原因となります
ので、必ず製品付属の
「プラグコード特注製作シート」にご記入の上、弊社シリコーンプラグコードをご注文下さい。
（有償）

インテグラ
シビック

型式

エンジン

年式

DB8，DC2

1800cc B18C（タイプR含む）

H5.5〜H13.7

EK4,EK9

1600cc B16A, B16B（タイプR含む）

H7.9〜H12.9

EG6

1600cc B16A

H3.9〜H7.8

ルーカスディスビー4気筒ポイント車用
MODEL No.9990 ¥91,350（税込）
ミニ、MGなどルーカス製電装機器を採用した英国車のイグニッションシステム
を大幅にスープアップする究極のMDIダイレクトキット。
旧式のルーカスディスビーから新型アルドン製までその適合範囲を大幅に拡大し
てポイント式ミニの点火系改造には欠かすことの出来ないベストセラーモデル。
■9990の主な仕様

ルーカス製ポイント式ディ ストリビューター内（適合を確認下さい ）に製品付属の専用センサ ー
パーツを組込むことで点火信号を検出し、新型4枚チョッパータイプローターの採用によって点
火時期調整など一層の簡略化を実現しました。専用IGコイル（付属）とMDIとの組み合わせで 英
国車にM.D.I同時点火システムを搭載できる最強ダイレクトキットです。
街乗りからサーキット走行まで 非力なエンジンから最大限のパワーを引き出しながら 最も苦
手なタイトコーナー、シケインの立ち上がりなどで 盛り上がるトルク感を体感頂けます。

■適合車種

ミニ、スーパーセヴン、MG等のルーカスディスビー43D、45D、59D（すべてポイント式）装着車に適合。（ア
ルドン社ポイント式ディスビー仕様にも適合）※ルーカス社フルトラ仕様ディスビーには装着できません。

■ご注意

MDIダイレクト点火システムには専用コイル（付属）を使用しますので、従来御使用中の標準のプラ
グコ ー ドなどは、 全く使用できなくなります。IGコイルの取付位置に合わせて別途ウルトラシリ
コンコードをお申込みの上、お求め下さい。
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エンジン型式

H9.2〜H11.5

TYPE-R専用MDIダイレクトイグニッション

■適合車種： 車名

式

H9.2〜H11.5

MA61S,MB61S

ホンダ TYPE-R専用MDI-Dダイレクト

■9980の主な特長

年

MA61S,MB61S

基本配線図

M.D.I.-D CONVERSION KIT

M.D.I-Dual コンバージョンキット
純正ダイレクトIGN車専用に開発されたMDI-Dualコンヴァージョンキット。
GTR用から始まったこのシリーズもさらに一般化しつつあり
トヨタのMR-S、アルテッツアといったスポーツモデルからオデッセイにまで
そのバリエーションを拡大しつつあります。

主な特長
■純正ダイレクトIGNにボルトオンで
取り付けられる車種専用のM.D.Iコン
ヴァージョンキット。製品付属の専
用IGコイルを強力で高効率なM.D.Iに
よって駆動して、高い点火エネルギー
とハイボルテ ー ジを実現した高出力
点火システム。
■専用M.D.Iユニットによって、M.D.I
本体ユニット1基をエンジンルームに
設置する省スペース設計。また、付
属IGコイルには車種専用の取り付け
ステ ー を付属し、 配線接続もコネク
ターごとの簡単なボルトオン設計を実
現しました。
■純正点火システムのシ ー ケンシ ャ
ルダイレクトIGNをMDIダイレクトの
1-4,2-3同爆点火システムにコンバ ー
トしM.D.I-Dualの点火方式が、 低速
域、中高速域で点火火花のコントロー

ルを図り、 長い火花時間と強力な点 場からフィードバックされた技術が生
火性能で低中速（3000rpm以下）での かされています。
ピックアップと燃焼を向上させなが
ら、 強力な火花を高速回転域まで安 ■主な仕様：
定して供給し、 胸のすく吹け上がり ●定格電圧：14V
●電圧補償：バッテリー電圧10〜18V間で
を実現します。
1次電圧450Vを安定供給
■過激なスポーツ走行にも耐えるロッ
●マルチブロッキング発振方式の開発により
ク付き防水ソケットを採用。
高回転まで1次側電圧450Vを維持
サーキット走行等での激しい振動下 ●点火システム：容量放電型（コンデンサーディス
でも強固なコネクシ ョ ンを、 そして
チャージ）方式
全天候型の防水コネクターの採用で、 ●2次側出力特性：2次側放電電流に純正IGコイル
に合わせたワンウェイ方式を採用
確実な導電性を確保しました。
■付属のシリコンコ ー ド方式によ っ ●マルチプル放電+Dualスパークシステム：
0〜3,000rpm（2波＋デュアル）、3,000rpm
て、サーキット走行など頻繁にプラ
以上（デュアル）
グの点検をする場合でもダイレクト
●ボルトオンシステム：専用システムハーネスを採用
コイルタイプの致命的なIGコイルを
し、純正システムから信号のみを検出する安全設計
頻繁に外す必要が無く、 プラグコ ー ●車種専用ブルーポイント
ドを引き抜くだけで点火プラグのメ
シリコンパワープラグコードを製品に付属
ンテや交換が容易に出来、レースの現 ●1年間の長期製品保証
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トヨタ MR － S ／アルテッツァ専用 MDI-RR
トヨタ MR-S 専用
MODEL No.9912
トヨタ アルテッツア後期モデル専用
MODEL No.9913
トヨタ アルテッツア前期モデル専用
MODEL No.9913-50

￥99,750（税込） 1ZZ-FE（ZZW30）H11.10 ～
￥99,750（税込） 3S-GE（SXE-10）H13.05 ～ H17.8
￥99,750（税込） 3S-GE（SXE-10）～ H13.04

純正ダイレクトIGN採用のトヨタMR-S、アルテッツア専用のMDI-Dualコンヴァージョンキット。
3S-GE/1ZZ-FEエンジンのパワーを最大限に引き出すために欠くことのできない強力な点火システムで、
究極の純正ダイレクトIGNとウルトラM.D.Iとの融合は、まさに最強の点火システムの完成と言えます。
基本配線図

■シャーシ・ダイナ
モによる出力比較
シ ャ ー シダイナモによ
る試験結果においても
全域でパワ ー ア ッ プが
実証され、最大5馬力も
のパワ ー ア ッ プが計測
されました。

ホンダ オデッセイ RB1/RB2 専用モデル

MODEL No.9941 ¥99,750（税込）
純正ダイレクトIGN採用のホンダ"オデッセイ"専用に
MDIコンバージョンキットの完成です
ミニバンと言いながらもホンダの血筋を引くハイエンド
モデル"オデッセイRB1/2"専用にMDIコンバージョンキッ
トをここに完成させました。安全性とパフォーマンスを
追及したモデルで、ホンダならではのNAエンジンの咆哮
を支援する最上のイグニッションシステムです。

No.9941コンバージョンキットの主な機能と特長

基本配線図

● 純正ダイレクトIGNにボルトオンで取り付けられる車種専
用のM.D.I. - DUAL コンバージョンキット。
● 新型M.D.I. - DUALユニットの開発によって、本体ユニット
1基を設置する省スペース設計。また、付属IGコイルには車
種専用の取り付けステーを付属し、配線接続もコネクター
インにするなど徹底したボルトオン設計を追求しました。
● 純正点火システムのシ ー ケンシ ャ ルダイレクトIGNを
M.D.I.ダイレクトの1-4,2-3同爆点火システムにコンバート。
● 専用シリコンコードまで付属したフルキットで、M.D.I.のフ
ルパワーを容易にお楽しみ頂ける
“ボルトオンキット”
です。


 



























 



■シャーシ・ダイナモによる出力比較

シャーシダイナモによる試験結果においても全域でパワーアップが実証され、最大７馬力ものパワー
アップが計測されました。
ホンダ：オデッセイ（RB1）K24Aレギュラーガソリン仕様エンジン 7速CVT 4速固定
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■No.9941の主な仕様

●定格電圧：14V ●電圧補償：バッテリー電圧10〜18V間で1次電圧450Vを安定的
に供給 ●マルチブロッキング発振方式の開発により高回転まで1次側電圧450Vを維持
●点火システム：容量放電型（コンデンサーディスチャージ）方式 ●2次側出力特性：2
次側放電電流に純正IGコイルに合わせたワンウェイ方式を採用 ●マルチプル放電：0〜
3,000rpm（4波）
、3,000rpm以上（2波）
●ボルトオンシステム：専用システムハーネス
を採用し、純正システムから信号のみを検出する安全設計 ●車種専用ブルーポイントシ
リコンパワープラグコードを製品に付属 ●本体外形寸法：160（W）×98（H）×37（D）
mm ●１年間の長期製品保証 ●標準的な車両の取り付け対象としていますので、点火
システムを変更、改造している車両には取り付け出来ません。

■適合車種
車名
オデッセイ

型式

エンジン

年式

RB1/2

2400cc K24A

H15.10〜

M.D.I-デュアル コンバージョンキット

スズキ スイフトスポーツ専用モデル

MODEL No.9971 ¥99,750（税込）
スズキ“ スイフトスポ ー ツ ”専用 M.D.I.-DUALコンバ ー
ジョンキット
軽量コンパクトスポーツ スズキスイフトスポーツ専用にMDI
ダイレクトフルキットを設定致しました。
DOHC1600ccの快適モデルに、MDI点火のベストパフォー
マンスを加味するチューニングキットで、専用シリコンコー
ド、ステーまでも付属したボルトオンフルキットです。

主な特長

● 純正ダイレクトIGNにボルトオンで取り付けられる専用の
M.D.I.-DUAL コンバージョンキット。
製品付属の専用IGコイルを高効率M.D.I.によ っ て駆動し、
高い点火エネルギーとハイボルテージを実現。
● 新型M.D.I.-DUALユニットの採用によって、M.D.I本体ユニッ
ト1基をエンジンルームに設置するだけの省スペース設計。
付属IGコイルには専用の取り付けステーを付属し、配線接
続もコネクターインにするなど徹底したボルトオン設計を
追求しました。
● 純正のダイレクトIGコイルを取り外し、代わりに専用のス
テー付きの付属IGコイルを指定の位置に取り付け、付属シ
リコンコードを各点火プラグに配するなど簡単な取り付け
を徹底的し、簡単にM.D.I.のフルパワーをお楽しみ頂ける
“ボルトオンキット”
です。

基本配線図

■No.9971の主な仕様

●定格電圧：14V ●電圧補償：バッテリー電圧10〜18V間で1次電圧450V
を安定的に供給 ●マルチブロッキング発振方式の開発により高回転まで1次側
電圧450Vを維持 ●点火システム：容量放電型（コンデンサーディスチャージ）
方式 ●2次側出力特性：2次側放電電流に純正IGコイルに合わせたワンウェイ
方式を採用●マルチプル放電：0〜3,000rpm（4波）、3,000rpm以上（2波）●
ボルトオンシステム：専用システムハーネスを採用し、純正システムから信号の
みを検出する安全設計 ●車種専用ブルーポイントシリコンパワープラグコード
を製品に付属●本体外形寸法：160（W）×98（H）×37（D）mm●1年間の長
期製品保証 ●スイフトスポーツの標準的な車両を取り付け対象としていますの
で、点火システムを変更、改造している車両には取り付け出来ません。

適合車種

車名
スイフトスポーツ

スイフト
スイフト

車種型式

エンジン

年式

ZC31S
ZC21S, ZD21S
ZC11S, ZD11S

1600cc M16A
1600cc M15A
1600cc M13A

H17.9〜
H16.11〜
H16.11〜

ニッサン / マツダ

ダイレクトイグニッションタイプ専用モデル ( 専用シリコンコードは別売りです )

MODEL No.9960 ¥91,350(税込)
ニッサンシルビアS15やマツダロードスターNC系のダイレクト点
火車専用にMDIダイレクトを開発、 設定しました。ターボエン
ジンやDOHCのスポーツエンジンの卓越した素材をMDIの強力
な点火エネルギーを供給することで最大限のパワーを引き出す
ことを目的に開発されたMDIキットモデルです
適合車種
メーカー

車名
シルビア
ノート
ティーダ

ニッサン
マーチ
キューブ
マツダ

ロードスター

車種型式

エンジン

S15
ZＥ11
Ｅ11
JC11
C11
YK12
BK12
AK12
YZ11
BZ11
NCEC

2000cc
1600cc
1500cc
1800cc
1500cc
1500cc
1400cc
1200cc
1500cc
1400cc
2000cc

年式

SR20DET
HR16DE
HR15DE
HR18DE
HR15DE
HR15DE
CR14DE
CR12DE
HR15DE
CR14DE
LF-VE

H11.1〜H14.8
H18.10〜
H17.1〜
H17.1〜
H16.10〜
H17.8〜
H14.3〜
H14.3〜
H17.5〜H20.10
H14.10〜H20.10
H17.7〜
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M.D.I-デュアル コンバージョンキット

ホンダ ダイレクトイグニッションタイプ専用モデル（専用シリコンコードは別売りです）

MODEL No.9964 ¥91,350（税込）
ホンダS2000、
インテグラDC5、 適合車種
シビックTypeR FD2など新型 車名
ホンダのダイレクト点火車専用 S2000
にMDIダイレクトを開発、設 インテグラ TypeＲ、Ｓ
定しました。S2000やシビッ シビック TypeＲ
クといったスポーツモデルだ アコード
けではなくアコード、エリシオ エリシオン
ン、ステップワゴンといった
キットパーツの乏しい車種に ステップワゴン
もその適合範囲を大幅に拡大した汎用タイプのコンバージョンキットに
仕上げました。ホンダ NA DOHCエンジンの卓越した素材をMDIダイ
レクトによってその性能を最大限に引き出します。

車種型式 エンジン

AP1
AP2
DC5
FD2
EP3
CL7
CL9
RR1、2
RG1,2
RG3,4
RF3-6
RF7、8

2000cc
2200cc
2000cc
2000cc
2000cc
2000cc
2400cc
2400cc
2000cc
2400cc
2000cc
2400cc

年式

F20C
F22C
K20A
K20A
K20A
K20A
K24A
K24A
K20A
K24A
K20A
K24A

H11.4〜H21.9
H13.7〜H19.2
H18.6〜
H13.12〜H17.8
H14.10 〜
H16.5〜
H17.5〜
H13.3〜H17.4

三菱 ダイレクトイグニッションタイプ専用モデル（専用シリコンコードは別売りです）

MODEL No.9965 ¥91,350（税込）
三菱ランサーエボリューション4～9MRまで網羅した専用のMDIダイレクトキッ
ト。三菱ランエボシリーズにコネクターインの配線を付属。IGコイルの取付によっ
て、MDIダイレクトイグニッションを移植できるボルトオンタイプのコンバージョン
キット。ランエボから最大限
のパワーを引き出し、ブースト 適合車種
車種型式 エンジン
年式
アップなどターボチューニン 車名
ランサーエボ４
CN9A
2000cc 4G63 T/C H8.8〜H9.12
グを支えることができる高次 ランサーエボ５、６
CP9A
2000cc 4G63 T/C H10.1〜H12.12
元のイグニッションシステム ランサーエボ７、８、８ＭＲ CT9A 2000cc 4G63 T/C H13.1〜H17.2
ランサーエボ９、９ＭＲ
CT9A,W 2000cc 4G63 T/C H17.9〜H19.9
を提供します。

レブ リミッター アダプター

REV LIMITER ADAPTER for M.D.I.-D
M.D.I.-DUAL 専用レブリミッターアダプター
MODEL No.7750
MODEL No.7790

¥26,250（税込）
¥31,500（税込）

No.7750レブリミッターアダプターは、MDI（No.9910/9950/9955）点火システ
ムに、No.7790レブリミッターアダプターは、MDINo.9990点火システムにレブ
リミット機能を追加するためのアダプターキットです。このアダプターとの併用
によって任意に設定した回転数（rpm）でMDIの点火をコントロールしてエン
ジンのオーバーレブを防ぐ画期的なレブリミットアダプターです。
■主な機能

レブリミッターアダプターの配線には、ソケットイン方式で、MDIユ
ニットとハーネスの中間に接続するだけの簡単な取り付けを実現して
います。レブリミット回転数の設定は、アダプター内部のロータリース
イッチの切り替えで、6000rpm～9900rpm（4・6気筒）まで100rpm
刻みに設定できます。4気筒エンジンでは最高9 9 9 0rpm（6気筒レ
ンジを使 用して最高14 4 0 0 r pmまで）、6 気筒エンジンでは最高
9900rpmまで（No.7750のみ）設定可能です。この製品は該当する
MDIとの併用が必要で、これ単体でのご使用は出来ません。
■適合M.D.I.−DUAL
No.7750の適合
No.9910
No.9955

PPK対応モデル No.9950
ポルシェ TECH1モデル

基本配線図

標準モデル

No.7790の適合
No.9990

ルーカスディスビー4気筒モデル専用

■No.7750,7790の主な仕様

●12Vマイナスアース車専用●動作電圧：10〜18V●ソケットイン方式
●リミッター回転数：ロータリーSW設定により設定
4気筒6000rpmから9900rpm（但し、
6気筒側を使用して最大14850rpm設定可能）
【No.7750,7790】
6気筒6000rpmから9900rpm（但し、
4気筒側を使用して最小4000rpm設定可能）
【No.7750のみ】
注）このシステムはあくまでMDIの点火コントロールを行うことでレブリミットさせていますので、
減速時のシフトミスなどエンジンブレーキによる物理的なオーバーレブを制御することは出来
ませんので十分ご注意下さい。
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■外形寸法（単位＝ mm）

基本配線図

ハイパー・イグニッション・システム

HYPER IGNITION SYSTEM
ハイパー・イグニッション・システム

MODEL No.8900 ¥29,400（税込）
低速から高回転域まで火花特性を追究

最上級のコストパフォーマンスを求めるがゆえのこだわりから生ま
れたCDコントロール機能（電流制御、ドエル制御）と、専用IGコイ
ルとの併用によって、高回転域までの優れた火花特性、卓越した
火花エネルギーを供給。コストパフォーマンスに一層優れた点火シ
ステム、ハイパー・イグニッション・システムを完成しました。

ポイント式でも、フルトラ方式でも最良の点火エネルギー

セミトラ方式でもフルトラでもトランジスターイグニッション独特の
長い火花時間と独自のCDコントロール機能によって、CDI,MDIに
決して負けない安定燃焼を実現しました。
CDコントロール機能

独自の電流制御、ドエル制御（閉角度制御）回路の採用によって、低速から
高速まで卓越した火花特性を実現。

IGコイル一体式

専用閉磁型コイルを採用。ポイント式専用IGコイルの補修部品が無い今
供給を可能とした閉磁型コイルをベストマッチングさせます。

安定した性能と

セミトラ、フルトラの両機能

抜群の始動性 セミトラ方式でも抜群の始動性。
幅広い適用

基本配線図

一年間の長期製品保証

■外形寸法 （単位＝ mm）

ハイパー・イグニッション・システム

MODEL No.8910 ¥35,700（税込）
ディスビー配電での2気筒エンジンをダイレクト点火化する、ホン
ダライフ系など当初から2気筒ダイレクト点火の車をさらにアップ
グレードする。これらをセミトランジスター点火にし、ダイレクト点
火専用用高性能IGコイルを組み合わせるというシステムキットが
No.8910。
FIAT500、ホンダライフ、N系にせめてセミトラを含めた点火装置
のスープアップをという声にお応えして。専用IGコイルとセミトラ点
火ユニットの組み合わせでシリコンコードへの交換を容易にし、小
排気量エンジンのパワーを最大限引き出します。
基本配線図

■適合車種
●12V、マイナスアースのポイント式点火車で、2気筒同時
点火システム装備車専用（ 旧型ホンダライフ、 ステ ッ プバ
ン、スバルレックス、その他、FAIT500、2CVなど）適合な
どの詳細は、弊社営業部宛お問い合わせ下さい。
※専用IGコイル設計ですので、
必ずウルトラシリコンコードとの併用が必要です。
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HYPER IGNITION SYSTEM ／
SEMI TRANSISTOR IGNITION SYSTEM

ハイパー・イグニッション・システム／セミトランジスター・イグニッション・システム

ハイパー・イグニッション・システム

MODEL No.8920 ¥40,950（税込）

SCA 内蔵タイプの純正リプレイス（交換）用
フルトラユニットキット

バーキンやケイターハムなどに採用された純正イグナイ
ター用の交換ユニットとして開発設定致しました。
No.8920はケイターハムなどの純正ディスビーからの微弱
な点火信号をユニット内の増幅アンプによって駆動させ
ます。 ウルトラ独自のトランジスタ ー 点火技術から生み
出されたシステムですから、 ノイズや衝撃に強いシステ
ムを構成していますので、 常に安定した性能とコストパ
フォーマンスをお約束します。
基本配線図

■適合車種
マグネ ッ トピ ッ クア ッ プタイプのデ ィ ストリビ ュ ー
ターに適合。
（例：バーキン、ケイターハム等のボッシュ
ディスビーなど）適合の詳細については 弊社営業部
宛お問い合わせ下さい。

セミトランジスター・イグニッションシステム

MODEL No.6060 ¥15,540（税込）
ポイント式点火車系チューンで最もコストパフォーマンスに
優れ、取付けの簡単なセミトラ・システム。従来のコンタク
トポイントに小さな電流を流し、点火信号をとり、トランジ
スターがポイントの代わりに1/100万秒という早さでスイッ
チングを行うことで、 ポイントの焼損を防ぎ、 強力な点火
スパークが得られます。燃費、加速の向上とともに、特に、
極寒時のエンジンスタ ー トは格段に向上 ”セル一発の始動
性”を実現します。ポイント式点火の軽自動車、輸入車や旧
型車のレストアにも適用範囲の広いベーシックモデルです。

基本配線図

セミトラNo.6060はポイント点火車標準の円筒型IGコイ
ル専用設計になりますので純正のIGコイル以外には併
用することが出来ません。すでに円筒型純正IGコイル
など補修部品の供給が無い現在では純正オリジナル
のIGコイルの状態が良い、または補修用に予備の部品
を保有しているという場合にのみNo.6060はご使用頂
けますのでこれ以外の場合には弊社ハイパーイグニッ
ションなどIGコイルとセットされたモデルの装着をお勧
めします。

■ご注意

セミトラシステムはポイント式点火システムの車両を対象に開発
されていますので、 純正のフルトラシステムを採用されている
最近の車両には御使用、取付けが出来ませんのでご注意下さい。
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P.P.K／シリコンコード特性
■ポイントレスパーツキット（P.P.K）の適合品番及び価格
品

番

価格（税込）

備

考

8101

¥7,875

●ニッサン4気筒車（NAPS及びチェリーFⅡのA14を除く）
（EE−5200001〜のMT）
●ホンダ、CVCC以前のシビック1200、1500、シビックCVCC1200
（ED-2100001〜ED-2199999のMT）
●シビックCVCC1500
●シビックCVCCのバン（EC-3000001〜EC-3056699）
（EF-1200001〜のMT）
●アコードCVCC1600
●スバル
●レオーネ（SEEC-Tを除く）
●排気対策以前のイスズ車（但し排気対策後の117クーペDOHCを含む）＊MTはマニュアルミッション車です。

8151

¥7,875

●NAPS以前のニッサン6気筒車

8201

¥7,875

●トヨタT型エンジン
●R型エンジン（12R,12r-j,18R-G(R)は除く）
●三菱シリウスエンジン車（日本電装デェストリビューター）

8841

¥15,750

●ルーカス社製ディストリビューター（№59D、№45D、№43D）装着車

シリコーンコードの特注
ウルトラシリコーンコードシリーズに設定のない車種（輸入車、古い車
のレストア用等 ）については特注製造をお受けしています。 特注コ ー
ドのご注文に際しては下図の通り各コードの長さ、形状を図示して頂
ければお見積り致します。ただし、弊社用意のプラグ側、コイル側各サッ
プレッサー、およびプラグ穴用ダストカバーでは合わない車種もあり
ますので、その節にはご容赦願います。また、弊社で部品設定してい
るサップレッサー類の一例は図1 の通りです。

プラグコードを特注依頼される場合は、現車のプラグコードをサンプルとしてお送り下さい。特に、
輸入車、
 DOHC車の場合には、ダストカバーやプラグキャップの形状が微妙に異なりますので、サ
ンプルコードが必要となります。

特注プラグコードについて

下図をご参照の上、 各コードの長さ、
サップレッサーの形状をご指示下さい。

車名

（年式



）

車種形式

エンジン形式

■ご注意

IGコイルの差し込み口の形状
が 異な る も の が あ り ま す の
で、 必ずIGコイルメ ー カ ー、
および各寸法（図2）をお知ら
せ下さい。差し込み口周辺の
寸法を明示して頂ければ、こ
れに合うコイル金具、ブーツ
を選定致します。

■コイルのメーカー
■コイルのタイプ
丸型
（開磁コイル）

角型
（閉磁コイル）
■コイルの形状
ストレート、直角
（90°
）
■デスビー側の形状
ストレート、直角
（90°
）
■プラグ側の形状
ストレート、120°
型

メタルシールド付、ナシ
■プラグコードの太さ
8mm径、7mm径
■プラグコードの色
赤 黄
（7mm径では赤のみ）

■プラグのメーカー
（）
型番
（）
■コイル〜ディストリビューター間のコード＝L
（長さ）

L
（長さ）
＝
 cm
■ディストリビューター〜プラグ間のコード＝L
（長さ）

①番＝
cm
②番＝   cm
③番＝ 
cm
④番＝ 
cm
⑤番＝ 
cm
⑥番＝ 
cm
⑦番＝
 cm
⑧番＝ 
cm
⑨番＝ 
cm
⑩番＝
cm
⑪番＝
cm
⑫番＝ 
cm

図2

シリコンコードの特注製作
昭和40年前後からの国産車モデルには
大半の車種で定番設定しています
が、一部ではデータが種々あることな
どで特注IDナンバーで管理されている
モデルもございます。また、全くデー
タが無い車種についても現在御使用の
プラグコ ー ドをサンプルとしてお預か
りして特注製作のお見積もりも承って
おりますので、詳しくは弊社営業宛に
お問い合わせ下さい。

FAXサービス…特注プラグコードについてFAX
のお問い合わせをお受けしてお
ります。 ご質問やお見積りなど
FAXナンバ ー044-877-2658
へお問い合わせ下さい。 納期は
原則として、 受注及びサンプル
到着後翌日の出荷となります。

スバル360

●このカタログは2011年10月現在のものです。
●規格および外観・価格は改良のために予告なく変更することがあります。
●このカタログの内容や、製品の適用等についてのお問い合わせは販売店
または直接弊社営業部宛におたずね下さい。
●全ての価格は税込希望小売価格です。
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