
METER HOOD 60

MAZDA DEMIO SUZUKI WAGON R

VW GOLF

SUZUKI SWIFT

SUZUKI SWIFT TOYOTA PRIUS

BMW MINI BMW

誰でも簡単に装着できる「汎用タイプ」

カットして曲面にも装着できる「加工用キット」

各 ￥3,129（本体 ￥2,980）

メーターを純正風に装着！
ダッシュやAピラーなど様々な場所に

Mount any PIVOT or Similar-sized Gauge

to your Dashboard or A-pillar as if it came with the Car!

汎用

汎用

加工用 加工用

汎用 汎用

汎用 汎用



塗
料

メーターフード60はPIVOT製などのメーターをお好みの場所へ純正風に

きれいに装着する製品で加工せず両面テープで簡単装着できる「汎用

タイプ」と、装着面の形状に合わせてカットする「加工キット」の2種類

があります。

誰でも簡単にダッシュボードなど平面な場所に両面テープで装着できます。

（装着面に合わせた多少の加工は可能ですが、曲面に装着する場合は

「加工キット」を推奨します。）

汎用タイプ

セット内容

フード装着面の原寸サイズ

装着場所の検討用にご使用ください。

フード　1個
（黒ツヤ消し塗装済み）

固定用ステー　2枚

両面テープ　2枚

ネジ（大）　2本

ネジ（小）　2本

ナット（小）・
スプリングワッシャー
2セット

ネジ（小）
2本

ナット（小）・
スプリングワッシャー

2セット

ナット（大）
2個

ナット（大）　2個

固定用クッション　1枚

セット内容

フード　2個
（塗装なし黒）

固定用ステー
2枚

両面テープ
2枚

ネジ（大）
2本

固定用クッション
1枚

1. Aピラーや斜めの場所への装着にはネジ固定が必要です。
2. Aピラーにエアバック装着車は他の場所に装着してください。

装着面の形状に合わせフード底部をカットし、お好みの塗装が行えます。

また、加工ミスしてもスペアフードが1個付属し安心です。

加工キット

1. 本キットはご自分でカット加工や塗装が必要ですので不安な方は販売店などに
ご相談ください。

2. 加工には下記の道具が必要です。
●ニッパー  ●棒やすり  ●穴あけ用ドリル（3mm）、（5mm ※Aピラーへ取付の場合）

3. 削りすぎるとメーターが入りませんので設置場所に合わせ徐々に加工してください。
4. Aピラーや斜めの場所への装着にはネジ固定が必要です。
5. Aピラーにエアバック装着車は他の場所に装着してください。
6. 塗料はご自分で用意してください。

Two types of Meter Hood 60 to meet your needs: the “Multi-purpose Type” provides a 

simple way to mount any PIVOT or similar-sized gauge with only double-sided tape and 

no processing, while the “Processing Kit” allows you to cut and work to match curves of 

any surface…but most importantly both give your installation a clean natural look.

With just some double-sided tape, anyone can mount to a flat surface such as a dash-

board. (Simple processing is possible to match the mounting surface of choice, but for 

curved surfaces use our “Processing Kit”.)

NOTE; 1. For mounting to the A-pillar or other slanted surface, it is necessary to use screws.

2. If your car model has an air bag installed to the A-pillar, make sure to select a different place for 

mounting.

Make necessary cuts to bottom of stand for a perfect fit to mounting surface and paint 

as desired. Even if you make a mistake…relax…a spare holder is provided.

NOTE; 1. With this kit the purchaser must process and paint as necessary to match their own needs, if 

you are unsure about doing these things please consult your local dealer for advice. 

2. The following tools are necessary to carry out the processing. 

●Nippers　●Round File　●Drill and Bit (3/5mm)

3. Trimming off too much may make it impossible to insert the gauge, be careful to cut off little by little to 

fit the mounting place.

4. For mounting to the A-pillar or other slanted surface, it is necessary to use screws.

5. If your car model has an air bag installed to the A-pillar, make sure to select a different place for 

mounting.

6. Paint should be purchased separately.

“Multi-purpose Type”

Compatible Gauges; All PIVOT Gauges (current models)

Other Gauges that are of the left figure size can also be installed.

“Processing Kit”
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装着可能メーター
PIVOT全メーター（現行品ø60サイズ）
他メーターは下記サイズであれば装着可能

32mm以内

ø60

15°
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METER HOOD 60

カットカット
曲面 曲面

汚れ・油分を
きれいにする

加工用

コード用溝

BMW 135

MH6-U MH6-C


