NEXUS NX シリ－ズ
ネクサスシリ－ズの基本機能だけを抜き出し、リ－ズナブル価格の「ＮＸシリ－ズ計器」です。
精度、見やすさはネクサスシリ－ズから受け継ぎ、使いやすさと価格はさらに幅広いユ－ザ－の為に。
各セットともすべてトランスジュ－サ－付です。風向風速計は「ｎウインドトランスジュ－サ－」を使い、風向補正は自動で
行なわれます。また、ＮＸセット Ａ のトリプルトランスジュ－サ－は、「ログ，水温，水深，センサ－付」ですので、船底の
穴あけは「１つ」で「ＯＫ」です。

◎．NX シ－デ－タ ログ

22910-43W

滑らかなﾊﾟﾄﾞﾙﾎｲ-ﾙの回転で、精度の高い情報を表示します。
穴明け径は、４３ｍｍです。
構成 ： 計器、ＷＳＩ、ＴＨ４３ ｽﾋﾟ-ﾄﾞ・ﾛｸﾞﾄﾗﾝｽｼﾞｭ-ｻ-(8mｹ-ﾌﾞﾙ付）
表示機能
スピ－ド（平均，最大 表示 0.2～30 ﾉｯﾄまで），電源電圧，水温
積算ログ(19,999ﾏｲﾙ），トリップログ(199.99ﾏｲﾙ）
ｽﾀ-ﾄﾀｲﾏ-（ﾚ-ｽ用），ｽﾀ-ﾄ後にスタ－トからの経過時間表示
\ 78,000 （税込み \ 81,900）
\ 83,000 （税込み \ 86,100）

（TH52 逆流防止弁付きタイプ）
ＮＸｼ-ﾃﾞ-ﾀ（ｽﾋﾟ-ﾄﾞ／測深兼用）

◎．NX シ－デ－タ ディプス

22911-43D

構成 ： 計器、ＷＳＩ、ＴＨ４３、測深ﾄﾗﾝｽｼﾞｭ-ｻ-(８ｍｹ-ﾌﾞﾙ付）
表示機能
水深，浅瀬アラ－ム，深さアラ－ム，アンカ－アラ－ム
表示深度
0.8～150 ｍ
\ 78,000 （税込み \ 81,900）
\ 94,000 （税込み \ 98,700）

◎．NX ウインド

（TH52 タイプ）

22921-1

構成 ： 計器、ｎ－ウインドトランスジュ－サ－，25ｍ ﾏｽﾄｹ-ﾌﾞﾙ
表示機能
アナログ風向，デジタル風向，風速 表示。
「ＮＸセットＢ」でＮＸシ－デ－タ計器と接続し、真の風向，風速
VMG等を表示することができます。
0.9 ～ 90 ﾉｯﾄ まで表示（m/s、風力表示もできます。）
風向補正は自動調整です。
ﾄﾗﾝｽｼﾞｭ-ｻ-は、ワイヤレス仕様もできます。
ＮＸウインド
\ 140,000 （税込み \ 147,000）
\ 151,000 （税込み \ 158,550） (ワイヤレス仕様）

◎．各トランスジュ－サ－とＷＳＩ（価格と仕様は次ﾍﾟ-ｼﾞ）

TH43
TH52
ｽﾋﾟ-ﾄﾞ･ﾛｸﾞﾄﾗﾝｽｼﾞｭ-ｻTH43：船底穴明け径 43mm(ﾊﾟﾄﾞﾙﾎｲ-ﾙ 赤色）
TH52：船底穴明け径 52mm（ﾊﾟﾄﾞﾙﾎｲ-ﾙ 黒色

TH43
TH52
測深ﾄﾗﾝｽｼﾞｭ-ｻTH43：船底穴明け径 43mm
TH52：船底穴明け径 52mm

ＷＳＩ
トリプルトランスジュ－サ－
TH52：船底穴明け径 52mm

ウインドトランスジューサー
（ワイヤレス）
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◎．ＮＸセットＡ

22911-52

\100,000（税込み ￥105,000）

構成 ： 計器、ＷＳＩ、ＴＨ５２ ﾄﾘﾌﾟﾙﾄﾗﾝｽｼﾞｭ-ｻ１つのトランスジュ－サ－に、スピ－ド，水温，水深センサ－付ですので、船底の
穴明けは「１つ」でＯＫです。 １つの画面にスピ－ド、水深が同時に表示できます。
（トランスジュ－サ－を別々にする場合は、\7,000 高です。）
ダミ－交換時の海水流入緩和バルブ付
表示機能
スピ－ド（平均，最大 表示 0.2～30 ﾉｯﾄまで），電源電圧，水温
積算ログ(99,999ﾏｲﾙ），トリップログ(999.99ﾏｲﾙ）
ｽﾀ-ﾄﾀｲﾏ-（ﾚ-ｽ用），ｽﾀ-ﾄ後にスタ－トからの経過時間表示
水深，浅瀬アラ－ム，深さアラ－ム ： 表示深度
0.8～150 ｍ
アンカ－アラ－ム

◎．NX セット Ｂ

22931

\ 210,000（税込み ￥ 220,500）
\ 225,000（税込み ￥ 236,250）ﾜｲﾔﾚｽ仕様

構成 ： NX シ－デ－タ表示盤 ，トリプルトランスジュ－サ－
NX ウインド表示盤 ，ウインドトランスジュ－サ－
サ－バ－インタ－フェ－ス（ＷＳＩ） ボックス １ケ

ﾄﾗﾝｽｼﾞｭ-ｻ-は、ワイヤレス仕様もできます。
・表示機能（ログ，水温，水深トランスジュ－サ－）
ボ－トスピ－ド，水温，積算ログ，トリップログ ： 表示スピ－ド 0.2～30 ノット
水深，浅瀬アラ－ム，深さアラ－ム
： 表示深度
0.8～150 ｍ
１つのトランスジュ－サ－に、スピ－ド，水温，水深センサ－付ですので、船底の
穴明けは「１つ」でＯＫです。 １つの画面にスピ－ド、水深が同時に表示できます。
ダミ－交換時の海水流入緩和バルブ付
（トランスジュ－サ－を別々にする場合は、\7,000 高です。）

・表示機能（ウインドトランスジュ－サ－）
アナログ風向，デジタル風向，風速表示
0.9 ～ 90 ﾉｯﾄ まで表示（m/s、風力表示もできます。）
ＮＸシ－デ－タ計器との接続で、真の風向，風速，ＶＭＧ等を、表示できます。

計器，各トランスジュ－サ－単体価格
・ＮＸシ－デ－タ表示盤 (22910-1)
・ＮＸウインド表示盤 (22920-1)
・ＮＸログ/水温ﾄﾗﾝｽｼﾞｭ-ｻ-TH52 (22327)
・ＮＸディプスﾄﾗﾝｽｼﾞｭ-ｻ-TH52 (22329)
・ＮＸトリプルトランスジュ－サ- (22925)
（スピ－ド，水温，水深センサ－付）
・ﾜｲﾔﾚｽｳｲﾝﾄﾞﾄﾗﾝｽｼﾞｭｰｻｰ(WSI付）(22928)
・WSI ｻ-ﾊﾞ-ｲﾝﾀ-ﾌｪ-ｽ (22927)
・ﾜｲﾔﾚｽｳｲﾝﾄﾞﾄﾗﾝｽｼﾞｭｰｻｰ(22922)
・ＴＦ ｳｲﾝﾄﾞﾄﾗﾝｽｼﾞｭ-ｻ- (22462)

\65000（税込み
\65000（税込み
\33,000（税込み
\33,000（税込み
\48,000（税込み
\108,000（税込み
\48,000（税込み
\75,000（税込み
\91,000（税込み

\68,250）
\68,250）
\34,650）
\34,650）
\50,400）
\113,400）
\50,400）
\78,750）
\95,550

（25ｍﾏｽﾄｹ-ﾌﾞﾙ付）
・TF ｳｲﾝﾄﾞﾄﾗﾝｽｼﾞｭ-ｻ-(ｹ-ﾌﾞﾙなし）(22514)
主な仕様
計 器
ログトランスジュ－サ－
測深トランスジュ－サ－
ウインドトランスジュ－サ－
WSI（ﾜｲﾔﾚｽｻ-ﾊﾞ-ｲﾝﾀ-ﾌｪ-ｽ）

：
：
：
：
：

\78,000（税込み \81,900）

113 x 113 x 23 mm , 重量 260g, 10～18 V , 0.08W , 照明使用時 0.8W
φ51 x 85 mm , 8m ケ－ブル付，0.06W, 取付ハルの厚さ 6ｍｍ～42ｍｍ
φ51 x 85 mm , 8m ケ－ブル付，0.2W , 200kHz, 取付ハルの厚さ 6ｍｍ～42ｍｍ
450 x 300 mm, 295ｇ，25m マストケ－ブル付, 0.25W（ﾜｲﾔﾚｽの場合はｹ-ﾌﾞﾙはありません。
110 x 65 x 30 mm, 130ｇ，0.2Ｗ
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