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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。

※カーボンはプリント柄です。
※アンバーとは：イエローとオレンジの中間色です。
※下穴サイズ：12 〜 12.5 ㎜
※カバーを下へ倒す事で、スイッチが ON の状態か

ら自動的に OFF の状態となります。

信頼性と耐久力の有るMADE IN ENGLAND（イギ
リス製）本物です。どこかのコピー物では有りません!!＜ ＞

●グレイストン　トグルスイッチ（L.E.Dライト付＆無＋カバー）

●グレイストン　ブレーキINライン ハイプレッシャー ランプスイッチ

↑
ブルー

↑
L.E.Dライト

↑
カーボン

↑
グリーン

↑
レッド

↑
ホワイト

↑
イエロー

電装関連パーツ

品　番 容量（A） カバー カラー L.E.Dカラー 価　格
GE475B 25 　ブルー L.E.D無し ¥1,300
GE475BA 25 　ブルー アンバー ¥1,500
GE475BB 25 　ブルー ブルー ¥1,500
GE475BG 25 　ブルー グリーン ¥1,500
GE475BR 25 　ブルー レッド ¥1,500
GE475C 25 　カーボン L.E.D無し ¥1,300
GE475CA   25 　カーボン アンバー ¥1,500
GE475CB  25 　カーボン ブルー ¥1,500
GE475CG 25 　カーボン グリーン ¥1,500
GE475CR 25 　カーボン レッド ¥1,500
GE475G 25 　グリーン L.E.D無し ¥1,300
GE475GA   25 　グリーン アンバー ¥1,500
GE475GB  25 　グリーン ブルー ¥1,500
GE475GG 25 　グリーン グリーン ¥1,500
GE475GR 25 　グリーン レッド ¥1,500
GE475R 25 　レッド L.E.D無し ¥1,300
GE475RA   25 　レッド アンバー ¥1,500
GE475RB 25 　レッド ブルー ¥1,500
GE475RG 25 　レッド グリーン ¥1,500
GE475RR 25 　レッド レッド ¥1,500
GE475W 25 　ホワイト L.E.D無し ¥1,300
GE475WA  25 　ホワイト アンバー ¥1,500
GE475WB  25 　ホワイト ブルー ¥1,500
GE475WG 25 　ホワイト グリーン ¥1,500
GE475WR 25 　ホワイト レッド ¥1,500
GE475Y 25 　イエロー L.E.D無し ¥1,300
GE475YA 25 　イエロー アンバー ¥1,500
GE475YB 25 　イエロー ブルー ¥1,500
GE475YG 25 　イエロー グリーン ¥1,500
GE475YR 25 　イエロー レッド ¥1,500

品　番 取り付けオスサイズ 価　格
51600 NPT1/8 ¥3,600

品　番 ネジサイズ 価　格
K1181 オスM10×1.0マルチ-NPT1/8メス-メスM10×1.0IF ¥800

ブレーキライン内配管に割り
込ませてブレーキランプなど
を 取 り 付 け る 為 の 高 圧 専 用
ON ⇔ OFF 圧力スイッチです。

■オプション　ワンタッチ取り出しアダプター

※出荷時はI.F（インバーテッドフレア）を圧入しています。I.Fを抜けばヨー
ロッパ車にも対応します。
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マスターバック

マスタータンク

マスターシリンダー 下記 アダプター

スイッチIN

フロントブレーキライン

リヤブレーキライン
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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。

●ロンエイカー　H.Dアップイグニッション＆スタータースイッチ

ONOFF スターター

※H.D（ヘビーデューティー）：強化タイプの意味です。
※下穴サイズ：12〜12.5㎜

※下穴サイズ：12〜12.5㎜
※カバーを下へ倒す事で、スイッチがONの状態から自動

的にOFFの状態となります。

※ボタン部分に赤いライトが点灯します。
※下穴サイズ：22〜22.5㎜
※ボタンを押している時のみONとなります。

●ロンエイカー　H.Dアップイグニッションスイッチ

ONOFF

●グレイストン　プッシュスターターボタンスイッチ ●グレイストン
　レッドイルミ プッシュスターター ボタンスイッチ

●グレイストン　プッシュボタンスイッチ（プラスチック） ●グレイストン　プッシュボタンスイッチ（ステンレス）

表

表表

裏

裏裏

電装関連パーツ

品　番 仕様（V） 容量（A） 価　格
45490 12 40 ¥6,200

品　番 仕様（V） 容量（A） 価　格
45470 12 40 ¥3,800

品　番 仕様（V） 容量（A） 価　格
GE34 12 30 ¥1,600

品　番 仕様（V） 容量（A） 価　格
GE338R 12 50 ¥1,800

品　番 仕様（V） 容量（A） 価　格
GE34P 12 30 ¥500

品　番 仕様（V） 容量（A） 価　格
GE339 12 25 ¥1,400

（ブラック）

バッテリー⊕
（ブラウン） スターターモーター

⊕側へ
（グリーン）

イグニッション
または、アクセサリー

（イエロー）

4549〔取付配線図〕

カバー：レッド

カラー：P44参照

※下穴サイズ：25〜25.5㎜
※ボタンを押している時のみONとなります。

※下穴サイズ：16〜16.5㎜
※ボタンを押している時のみONとなります。

※下穴サイズ：19〜19.5㎜
※ボタンを押している時のみONとなります。




