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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。

フューエル＆リキッド関連パーツ

品　番 サイズ
横幅（㎜）×奥行（㎜）×高さ（㎜）

容量
（ℓ）

IN・OUT
サイズ 価　格

RC7103 132×132×200/237 3 AN6オス ¥12,000

●ラン･マックス　スーパーフューエルクーラー
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〔インジェクション フューエルライン レイアウト例〕
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ドレンプラグ（NPT3/8）

AN6オス

〔特徴〕
■パーコレーション防止対策としては抜群の効果有り
■フューエルライン内リターン側に割り込ませるだけ
■イラストでおわかりのようにスパイラル状に効率良く
　はりめぐらせたアルミパイプ
■キャップを外し中に氷又はドライアイスを入れる
■オールアルミ製　ロボット溶接 クリア／アルマイト仕上げ
■ IN・OUT は使い勝手の良い AN6 オス

 ホースエンドは、スイベルタイプ P75 AN6 又は、
　　　　　　　  エコノメイト P83 （差し込みサイズ）は8.8㎜、9.5㎜、10.4㎜から選択
■水抜き（ドレン）も設置（NPT3/8 プラグ）

 プラグを外しオプションとして下記ドレンコックを用意

溜まった水をワンタッチで抜けます。タンク下にプラグとして設置して有ります。

品　番 ホース差し込み口 サイズ（φ）×ネジサイズ 価　格
RC7038D 10×PT3/8 ¥1,600

■オプション　ドレンコック

〔おすすめ〕
外気温度の影響を受けない為にも表面全体を
耐熱材 P237 などで覆うのがより効果的です。

カラー：P33参照

ドライアイスを入れる場合、必ずキャップ
に 1㎜程度の穴を開けて下さい。注意
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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。

フューエル＆リキッド関連パーツ

品　番 サイズ
横幅（㎜）×奥行（㎜）×高さ（㎜）

容量
約（ℓ） 価　格

RC7001C 83×113×113 1   ¥9,800
RC7002C 83×113×220 2 ¥12,000

●ラン･マックス　オイルキャッチタンク（アルミ製/クリア・アルマイト仕上げ）
エンジンルーム壁面に取り付け出来るように省スペース設計になって
います。溶接部分は今までにも定評の有るロボット溶接です。他、カッ
ト写真でお判りのようにパンチングバッフルを中間に設ける事で、ミスト
（粒子）状態で入り込んで来たブローバイガスを液体化させ、下にオ
イルとしてたまる状態にします。IN・OUT の穴も4 箇所（2 箇所×2）
にする事で、レイアウト上使い勝手の良い穴を選択出来るようにしまし
た。5 箇所有る（下 1 箇所はドレンとして）プラグは全て NPT3/8
です。又、状況に応じ形状 2 種類（ストレートor 90°）及び、使
用するホースに応じ差し込み口サイズを6φ〜 16φ迄のニップルを
P110 又は下記より選択する事が出来ます。

溜まったオイルをワンタッチで抜けます。
タンク下にプラグとして設置して有ります。

カット写真

品　番 ホース差し込み口
サイズ（φ）×ネジサイズ 価　格

RC7038D 10×PT3/8 ¥1,600

■オプション　ドレンコック

●ラン･マックス　ホースニップル（アルミ製／ブラックアルマイト）
■ 90°アジャスタブル

品　番 差し込み外径（φ） PTサイズ 価　格
RN30239 10.0 & 12.0 3/8 ¥1,800
RN33539 13.0 & 15.0 3/8 ¥2,300
RN37939 17.0 & 19.0 3/8 ¥3,100

特徴としては、テーパーネジ部を締め込
んで固定した後でも首が 360°回転しま
す。又、1 個のニップルで差し込み口を
2 段にする事で 2 種類のサイズの外径を
選択する事が出来ます。

360°回転

カラー：P35 参照

ガソリン ､ その他揮発系の液体は通さないで下さい。
尚、クーラント（エチレングリコール）は使用可能です。注意

品　番 内径サイズ 約（㎜） 外径サイズ 約（㎜） カラー 価格（1m）
15CL 15 23 クリア（透明） ¥1,500
15BL 15 23 ブルー ¥1,500
15RD 15 23 レッド ¥1,500
15BK 15 23 ブラック ¥1,500

品　番 内径サイズ 約（㎜） 外径サイズ 約（㎜） カラー 価格（1m）
12CL 12 19 クリア（透明） ¥1,300
12BL 12 19 ブルー ¥1,300
12RD 12 19 レッド ¥1,300
12BK 12 19 ブラック ¥1,300

品　番 内径サイズ 約（㎜） 外径サイズ 約（㎜） カラー 価格（1m）
18CL 18 26 クリア（透明） ¥1,700
18BL 18 26 ブルー ¥1,700
18RD 18 26 レッド ¥1,700
18BK 18 26 ブラック ¥1,700

●ラン･マックス　シリコンバキュームホース
────────────────〔関連商品紹介〕────────────────

※詳細は P109 参照して下さい。

※詳細は P273 参照して下さい。

カラー：P35参照




