
FC-9531 
■燃費計 

走行中も簡単に計測できるハンディな燃費計
計測スタートからストップまでの経過時間とともに 

測定データをプリントアウトする、電子式燃料計/消費率計です。 

操作は、対話式なので簡単です。 

特長
液晶表示 
従来機種に比べ、倍の4行表示を採用し、情報表示が格段に向

上しました。  

瞬時消費量や総消費量など今までは個別表示だった項目が一

度に表示できます。  

流量センサ 
永年使用実績のある高精度楕円歯車式容積型検出器です。 

大型エンジン用のAタイプと小型エンジン用のBタイプとが 

あります。 

Aタイプは1パルス当たり5.00ccを計測し燃料の時間当たり流

量が5OOL/H以下の大型エンジンに使用します。 

Bタイプは1パルス当たりO.50ccを計測し流量が50L/H以下 

の小型エンジンに使用します。 

計測対象燃料は水、ガソリン、軽油、灯油です。 

精度:±1%以内･ (センサ) 

総合精度:±3%以内 

測定データ 
計測終了後プリントアウトできます。 

・総消費量 ：0.001～999.999 L 

・計測時間 ：00:00:01～99:59:59 

・1ℓ 当り走行距離 ：0.1～999.9 Km/L 

・1時間当り消費率 ：0.001～999.999 L/h 

・燃料流量 ：0.001～999.999 L/h 

・平均車速 ：0.1～999.9 Km/h 

セット内容 
① FC-9531F(フルセット)   全ての車種に対応 

② FC-9531A（Aセット）   大型車・小型車 

③ FC-9531B（Bセット） 省燃費車 

④ FC-9531D（Dセット） バス・トラック 

写真はFC-9531D セットにより付属品は異なります。 

FUEL CONSUMPTION METER

①　FC-9531F (Full set) designed for all types of cars.

②　FC-9531A (A set) for Large car & Small car.

③　FC-9531B (B set) for Fuel-economy car.

④　FC-9531D (D set) for Bus & Truck.

Fuel consumption meter of simple measure while running.

Electronic fuel meter /consumption meter which is capable of printing 

out measuring data & time from the beginning to the end of measuring. 

Liquid crystal display

Features

Greatly improved in information display by changing to quadruple digits 
display from double digits display.

High accuracy and elliptic gear displacement type detector with many years 

of use results. 

Liquids covered for measurement are Water,Gasoline,Diesel Oil,and Coal Oil.

Accuracy       : within ±1% (Sensor)

Total accuracy : within ±3%

Data of measurement 

Capable of printing out after the end of measuring.

Set contents

FC-9531D.     The attachment differs depending on the Set.

User friendly operation by dialogic instruction.

Capable of indicating information such as instant consumption and total 
consumption at a time which were displayed individually by a conventional 
tester.

Two flow sensors of A type for a large engine and B type for a small engine. 

B type measures 0.50cc per pulse and is used for a small engine less than 
50 liters per hours of fuel flow.

A type measures 5.00cc per pulse and is used for a large engine less than 
500 liters per hour of fuel flow.

Flow sensor

・Total consumption              : 0.001～999.999 liters

・Measuring time                 : 00:00:01 ～ 99:59:59

・Running distance per liter     : 0.1～999.9km per litter

・Fuel consumption rate per hour : 0.001～999.999 liters per hour

・Fuel flow                     ： 0.001～999.999 liters per hour

・Average vehicle speed          : 0.1 ～ 999.9km per hour



基本仕様

計測項目と計測範囲対象燃料 ガソリン、軽油、灯油

燃料消費量 0.001～999.999L 

計測時間

（外部電源使用時）

最大99時間59分59秒

（内蔵電池では連続8時間まで使用可能）

燃料消費率 0.1～999.9Km/L の範囲で計測可能

0.001～999.999L/H の範囲で計測可能

Aタイプセンサ： 10.0～500L/H 

Bタイプセンサ：1.0～50L/H 

平均車速 平均車速 0.1～999.9Km/H の範囲で計測可能

（走行距離の入力は9999.9kmまで入力可能）

瞬時燃費率 1秒サンプリングによる１時間率換算 L/H 

流量 1秒サンプリングによる１時間率換算（サプライ及びリターン） L/H

計測方式 周期演算方式 流量センサのパルス発生間隔から燃料消費量を算出

操作方式 対話形ソフトウエアによるキーボード入力

表示器 LCDドットマトリックス 20桁×4行

電源 3WAY方式 ①テスト車の搭載バッテリー（12～24V）

②内蔵充電式電池（完全充電時には連続8時間使用可能）

③ ACアダプター（家庭用100V単相電源）

キーボード フラットフェーススイッチ（数値入力時には数字ボタンとして使用）

温度範囲（本体単体）動作温度 0～50℃

保存温度 －10～60℃

本体寸法・重量 幅155mm  奥行180mm  高さ36mm 590g 

プリンタ ＤＰＵ－Ｓ２４５ 感熱方式

※商品の仕様等については、予告なく変更する場合があります。

株式会社 城西システム 

本    社 (〒386-1106)   長野県上田市小泉1252 

電話 (0268)26-2323(代表) ＦＡＸ(0268)26-2325

東京オフィス 電話 (042)306-1685    ＦＡＸ(042)306-1686

URL:http://www.johsai.jp   

E-mail:info@johsai.jp

ご用命は
※ Subject to changes of specifications without any prior notice.

Printer DPU - S245 Thermal methods

Dimensions・Weight   155mm (W) ・ 180mm (D) ・ 36mm (H)      590g

Preservation temperature  -10～60℃

Range of temperature(Main body) Operating temperature 0～50℃

Keyboard Flat face switch (use as digit button in inputting numerical number)

Measurement items & ranges Applicable fuel Gasoline, Diesel Oil, Coal Oil

Fuel consumption rate 0.001～999.999 liters

Measuring time (when using 
external power supply) 

Basic Specifications

 Measurement items and ranges  Applicable fuel  Gasoline,  Diesel Oil,  Coal Oil 

 Fuel consumption rate   0.001～999.999 liters

 Measuring time  Max.  99hours  59minutes 59seconds

 (when using external power supply)  (Usable for 8 hours in a row when using internal battery)

 Measurable in the range from  0.1 to 999.9km per liter.

 Measurable in the range from 0.001 to 999.999 liters per hour.

 A type sensor : 10.0～500 liters per hour.

 B type sensor :  1.0～50 liters per hour.

 Measurable in the range of  average vehicle speed from 0.1 to 999.9km/hour.

 (Capable input up to 9999.9km of running distance)

 Instant fuel consumption  Conversion volume , liter per hour based on 1 second sampling.

 Fluid Flow  Conversion volume, liter per hour (supply and return) based on 1 second sampling.

 Measuring method  Period operation method  Calculate fuel consumption based on the pulse generating interval of fuel sensor.

 Operation method

 Display device

 ① Battery equipped on an inspection car (12～24V)

 ② Built-in battery type  (Usable for 8hours in a row on a full charge)

 ③ AC adapter (100V single phase for household)

 Keyboard

 Range of temperature (Main body)  Operating temperature 　  0～50℃

 Storage temperature  -10～60℃

 Dimensions ・ Weight  155mm (W) ・ 180mm (D) ・ 36mm (H)      590grams

 Printer DPU-S245  Thermal methods

 Flat face switch (use as digit input key for a numerical value)

 LCD dot matrix     20 digits x 4 lines

 Keyboard input by dialog instruction software

 Fuel consumption rate

 Average vehicle speed

 Power supply  3 ways power supply


