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※表示の本体価格は税抜価格です。
　お支払時に別途消費税額を申し受けます。

〔メーカー別/センサーネジサイズ〕 参考 〔ホース内径/差し込み口測定方法〕

●ラン･マックス　水温計センサーアタッチメントキット

ラジエターホースのアッパー又はロワホースをカッ
トして途中へ割り込ませるアタッチメントです。
本体はアルミ材全面削り出し（ビレット）方式で、
アルマイト加工を施したきれいな仕上がりになっ
ています。
機械式、電気式を問わずアダプター差し替えタイ
プですので現在発売中の各メーカーの 99% に対
応します。

▶長さ：全サイズ 68 ㎜
※上記以外のセンサーネジサイズも用意しています＞＞ご相談下さい。

※ご注文の際、実車のラジエターホース内径
又は差し込み口の外径を測定して下さい。

●ラン･マックス　テンプストリップステッカー
簡単！便利！気になる部分に貼るだけ。
貼り付けた部分の最高温度が記録される粘着タイプの温度計です。
クーリングパーツ取付けの目安等に効果を発揮します。

〔使用箇所例〕冷却系部品、駆動系部品、加熱機器周辺、吸排気系周辺 ,etc.
（ラジエター、インタークーラー、オイルクーラー、ミッションケース、デフケース、オイルパン、
ショックアブソーバー、エンジンルーム ,etc.）様々な箇所での使い方があります。

※ピークホールドタイプですので、表示（バー）は下がりません。

カラー：P22 参照

メーター関連パーツ

品　番 差し込み口外径（φ） センサーネジサイズ 本体カラー 価　格
RW2616

26
M16×1.5

ブラック
¥2,800

RW2618 NPT（PT）1/8 ¥2,800
RW2658 5/8"-18 ¥2,800
RW2816

28
M16×1.5

ブラック
¥2,800

RW2818 NPT（PT）1/8 ¥2,800
RW2858 5/8"-18 ¥2,800
RW3016

30
M16×1.5

イエロー
¥2,800

RW3018 NPT（PT）1/8 ¥2,800
RW3058 5/8"-18 ¥2,800
RW3216

32
M16×1.5

ブラック
¥2,800

RW3218 NPT（PT）1/8 ¥2,800
RW3258 5/8"-18 ¥2,800
RW3416

34
M16×1.5

ブラック
¥2,800

RW3418 NPT（PT）1/8 ¥2,800
RW3458 5/8"-18 ¥2,800
RW3616

36
M16×1.5

ブラック
¥2,800

RW3618 NPT（PT）1/8 ¥2,800
RW3658 5/8"-18 ¥2,800
RW3816

38
M16×1.5

ブラック
¥2,800

RW3818 NPT（PT）1/8 ¥2,800
RW3858 5/8"-18 ¥2,800
RW4016

40
M16×1.5

ブラック
¥2,800

RW4018 NPT（PT）1/8 ¥2,800
RW4058 5/8"-18 ¥2,800

メーカー タイプ センサーネジサイズ

オートメーター
機械式 5/8"-18
電気式 NPT1/8

デフィー 電気式 PT1/8
オーモリ 機械式 M16×1.5
トラスト 電気式 PT1/8
HKS 電気式 PT1/8

その他 電気式 NPT（PT）1/8
（例外有り）

品　番 表示範囲（℃） サイズ　縦（㎜）×横（㎜） 1パック 価　格
TS2082 40〜  82 52×19 2 ¥1,200
TS2138 88〜138 52×19 2 ¥1,200
TS2193 143〜193 52×19 2 ¥1,500
TS2260 199〜260 52×19 2 ¥1,500

差し込み口の外径を測って下さい
or

ラジエターホースの内径を
測って下さい
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※表示の本体価格は税抜価格です。
　お支払時に別途消費税額を申し受けます。

フロントグリルの奥にスッキリと入るサイズです。
おもに燃料（ガソリン）クーラー ､ パワーステクーラー

（低圧側）などに最適です。取り付けもユニバーサルマ
ウンティングキット（別売P224）を使えばラジエターな
どと共締めで簡単に取り付ける事が出来ます。

出っ張らない !! 
スペースを考慮した薄型（20 ㎜）ATF クーラーの定番
です。

●フレックス-ア-ライト　ATFクーラー,etc.（差し込みタイプ）

●グレイストン　リレー＆ワイヤーハーネスキット

※ゴムホース（1.2m）、ホースバンド、ユニバーサルマウンティングキット、ホース
ジョイント取付け部品一式付。

※ヒューズは15Aを付属していますが、取り付け機種により異なりますので
確認（応じて交換）して下さい。

　オプション グローヒューズ P331 別売

●フレックス-ア-ライト　フューエル.パワーステクーラー,etc.（ANタイプ）

【オプションパーツ】
ホースエンド#6 P75･P167、エコノメイト#6 P83･P169別売。

4130

4136

↙防水ヒューズホルダー

↑
４Pリレー

4109

◦ 86（グリーン）：イグニッション⊕電源
◦ 85（ブラック）：ボディーアース又はバッテリー⊖側
◦ 30（レッド）　：バッテリー⊕電源
◦ 87（ブルー）　：フューエルポンプ ､ 電動ファン ､
　　　　　　　   ギヤオイルポンプ ､etc ⊕側

カラー：P24 参照
■リペア  4Pリレーのみ

■リペア
　防水ヒューズホルダーのみ

クーリングシステム関連パーツ

品　番 サイズ パイプ込
横幅（㎜）×縦幅（㎜）×厚み（㎜）

差し込みサイズ 
（㎜） 価　格

3812 380×125×20 9.5 ¥8,500
3816 305×190×20 9.5 ¥9,500
3820 384×255×20 9.5 ¥11,500

品　番 サイズ パイプ込
横幅（㎜）×縦幅（㎜）×厚み（㎜）

差し込み
サイズ 

IN･OUT
方向 価　格

4130 300×63×20 AN6オス 平行 ¥13,000
4136 300×63×20 AN6オス Uターン ¥13,000
4109 503×63×20 AN6オス 平行 ¥13,000

品　番 リレー容量 価　格
GE330 12V/30A ¥3,800

品　番  価　格
GE005 ¥800

品　番  価　格
GE265 ¥300

レッド レッドレッドブラック ブラック

ブルー

ブラック

85

86

30

87

ヒューズ
バッテリー

イグニッション
スイッチ

15A（付属）

＋

−

レッド

グリーン

ブラック

アース アース

or orフューエル
ポンプ

ギヤオイル
ポンプ

電動
ファン

アース

※弊社在庫分が売り切れ次第廃盤となります。

特別価格 50%OFF

※弊社在庫分が売り切れ次第廃盤となります。

特別価格 50%OFF

早い者勝ち




