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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）

IN・OUT
サイズ 価　格

RC7203 153×153×212/223 3 AN8オス ¥19,800

●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）
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上　面

側　面

〔特徴〕
■クーラー全体を二重構造と中間にウレタンを封入する事により、外気温の影響を

受けにくい
■冷えや時間延長効果は今までの一重構造とはまったく違い、さらに効率UP
■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のリターン側に割り込ませるだけ
■写真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
■両側2箇所のフックで上部全体がワンタッチで開口するので、状況を管理しやすい
■オールアルミ製　ロボット溶接　クリア／アルマイト仕上げ
■容量を確保（重視）する為、IN・OUT共AN8オスを採用

ホースエンド・スイベルタイプはP83・P175に記載。エコノメイト（差し込みタイプ）はP91に記載
■水抜き（ドレン）も設置（出荷時は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。タンク横にプラグとして設置して有ります。

品　番 表面処理 ホース差し込み口 サイズ（φ）×ネジサイズ 価　格
RC7038D クロームメッキ 10×PT3/8 ¥1,900

■オプション　ドレンコック

〔AN6オス仕様の場合〕
変換アダプターは9892086（ブルー）又は、
R9892086（ブラック）を使用して下さい。

カラー：P35参照

ドライアイスを入れる場合、必ず上面に
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 130×83×113 1   ¥9,800
RC7002C 130×83×220 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
P118 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 ¥1,900

■オプション　ドレンコック

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 P289 参照して下さい。

カラー：P33参照

※ホースバンド付

小径ですのでちょっとした小スペー
スに置く事が出来ます。上面（トッ
プ）カラーは 3 色よりお選び下さ
い。エアーフィルターなどの吸側と
してでも、ブローバイガスなどの吐
側としてでも両面使用出来ます。

●グレイストン　ブリーザーフィルター
◦オイルキャッチタンク/RC7001C又は
　RC7002C（上記を参照して下さい）
◦ニップル/N12730（詳細はP118を参照して下さい）
　　 ＋
◦ブリーザーフィルター/GE93#（右記使用）

品　番 サイズ 外径（φ）×高さ（㎜） 上面カラー 価　格
GE932 51×37/54 クローム ¥1,600
GE933 51×37/54 ブルー ¥1,600
GE934 51×37/54 レッド ¥1,600

37㎜

17㎜

51㎜

20㎜

12㎜

──〔 アイデア アイテム紹介 〕──

※ホースニップルの詳細は
P117 を参照して下さい。




