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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。

電装関連パーツ

●グレイストン　プッシュON／プッシュOFF 
　　　　　　　ロータリースイッチ

●グレイストン　ON／OFF ロッカースイッチ

●グレイストン　ドア・アラーム スイッチ
　　　　　　　＋防水ゴムカバーキット

●グレイストン　H.D リレー

品　番 容量（V/A） レンズカラー 価　格
GE481 12/10 アンバー ¥600
GE482 12/10 ブルー ¥600
GE483 12/10 グリーン ¥600
GE484 12/10 レッド ¥600

品　番 容量（V/A）サイズ 縦幅（㎜）×横幅（㎜） 価　格
GE006 12/20 34×24 ¥1,200

品　番 容量（V/A） ピン数 価　格
GE543 12/50 4 ¥1,600
GE542 12/70 4 ¥1,800

品　番 仕様（V） 容量（A） 価　格
GE466 12 20 ¥500

※下穴サイズ：20.2〜20.5㎜
※スイッチONの状態でセンターボタン部分にライトが点灯します。

※H.D（ヘビーデューティー）：強化タイプの意味です。
※配線は左記イラストを参照して下さい。
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New

New

New

〔付属品〕
◦レ ン ズ カ ラ ー：レッド、イエロー、グリーン、ブルー（全4種類）
◦ポジションパネル：ヒートシート、ライト、フォグ,etc.（全6種類）

〔お願い〕この 2種類に関しましては、平型オス端子幅（約9.5㎜）
が2箇所出ている為、それに対応する平型メス端子をご用意下さい。

●グレイストン　リレー＆ワイヤーハーネスキット

※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

↙防水ヒューズホルダー

↑
４Pリレー

◦ 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

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
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※上記とは番号の並び
（位置）が 異なります
が、番号重視で配線
して下さい。

※電装品⊕とバッテリー
⊕は入れ替わっても
OK
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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。

電装関連パーツ
●ラン・マックス　FIA/MSA公認 L.E.D.レインライト（リヤフォグランプ）

●ラン・マックス　L.E.D.専用3段階切り替えスイッチ

●ラン・マックス　L.E.D.レインライト＋3段階切り替えスイッチキット

突然の濃霧や豪雨に見舞われた時に威力を発揮す
るリヤレッド L.E .D . ランプです。FIA と MSA の審
査基準を全てパスし、光学彩度、視覚角度、熱対
策及び耐久性を備えた製品として認定されています。
尚、競技専用部品ですので、一般走行での使用は
避けて下さい。

上記、RL4##R シリーズを点滅⇔OFF⇔点灯の 3 段階に切り替え出来る
スイッチキットです。

品　番 サイズ 縦幅（㎜）×横幅（㎜）×奥行（㎜） 重　量（g） L.E.D数 容　量（V/W） 形　状 価　格
RL450R 53／72×52／42 89 50 12/1.79 丸型 ¥4,300
RL456R 92×102×35 180 56 12/1.99 角型 ¥4,600
RL472R 65×105×33 140 72 12/2.07 角型 ¥4,900

品　番 レインライト品番 切り替えスイッチ品番 価　格
RL550S RL450R→ ＋1409 ¥10,000
RL556S RL456R→ ＋1409 ¥10,300
RL572S RL472R→ ＋1409 ¥10,500

品　番 サイズ 縦幅（㎜）×横幅（㎜）×高さ（㎜） 容量 V/A 価　格
1409 40×55×20 12/〜1.0 ¥6,800

※点滅回数：4Hz（1秒間に4回）
※FET（リレータイプ）内蔵により点滅時カチカチ音は出ません。
※L.E.D.以外（電球タイプ）には使用不可。

※ RL450R（丸型）は、ある程度の斜面でもまっすぐ取り付け出来る
よう裏面がオフセット（変型）しています。

※上記の電力消費量（W）は、13.8V時の値です。電圧や温度の変化で数値は変化します。
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※ L.E.D.を使用する時は、グリーン
線同士を必ず接続して下さい。

※ L.E.D.を埋め込む時は 3.0㎜の
下穴を開けて下さい。
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① バッテリー…バッテリー⊕側又は常時電源3Aのヒューズを入れて下さい。
（別売 P331 参照）

② アース………………バッテリー⊖側又はボディーアース。
③ レインライト⊕側…L.E.D. レインライトより出ているレッド線へ接続。
④ レインライト⊖側…L.E.D. レインライトより出ているブラック線へ接続。

⑤ スイッチ線…………付属スイッチの片側へ接続。
⑥ スイッチ線…………付属スイッチのもう片側へ接続。

セットで
お買得特

カラー：P43 参照




