
L型エンジン メンテナンスパーツ１

4※表示価格は本体価格です。別途消費税が加算されます。

L6樹脂タペットカバーゴムパッキン

※純正ゴムタイプ

※純正ゴムタイプ

            ※ネジサイズ　1/2 (ステンレス製）
            ※ウォーターインレット単品　￥4,550

原動機：Ｌ20

　　　
適   合：L20後期樹脂製タペットカバー
　　　価   格：￥8,000

L型 シリンダープラグ 
原動機：Ｌ20.Ｌ24.Ｌ26.Ｌ28

　　　
適   合：シリンダー及びヘッド共用
　　　価   格：￥340

適　合：L28（P90ヘッド用)
サイズ：IN : 44φ　EX : 35φ
価　格：  IN ￥2,070/１本
              EX￥3,710/１本

L28 (P90)スタンダードバルブ
適　合：L20
サイズ：IN : 38φ　EX : 33φ
価　格：  IN ￥3,000/１本
              EX￥3,000/１本

L20 スタンダードバルブ

ヶ
型 ローヘッドバルブオイルシール

底付きまでの距離をかせげて、バルブリフト

￥18,290/KIT

￥330

￥800

型 オイルリリーフバルブ＆プラグ

ブ

す

￥270/1ヶ
L 型 日産純正ロッカーアーム
・L4セット
・L6セット
・単品

¥23,920 ¥37,680
¥35,880 ¥56,520
¥2,990 ¥4,710

L6カムホルダーオイルシャワープラグ L型チェーンガイド

L6 曲りガイド
L４ 曲りガイド
Ｌ6Ｌ4ストレートガイド

￥2,220
￥1,030
¥940

STDヘッドガスケット
・L28 (日産純正品）
・L24/L26（社外品）

￥3,760
￥4,040

￥5,240

￥12,000

¥5,140

・L型前期型エンジンにセンター給油カム
  を装着した時に必要なオイル通路栓。

￥1,200/SET
L 型 ローヘッドバルブオイルシール

純正品より1.3mm高さが低いタイプ。
底付きまでの距離をかせげて、バルブリフト
をあげられる。

L型 フロントカバー　
ノックピン付き　￥7,980 ￥4,450

￥4,900L型 スピンドルギヤ

￥2,630
￥2,760

￥9,180

￥5,180
￥3,700

（日産純正品）

・後期型（亀有製品） （単品価格）クランクプーリー　￥18,300
インジケーター￥810　ワッシャー￥450
支柱￥340　支柱ボルト￥150
ファンベルト（AY160-VA355)￥1,050

・前期型（純正部品）

L型 オイルポンプギヤ

L6クーラー用プーリーキット
￥21,100/KIT

L 型 ヘッド ヒーターコネクター L6 ブロック横 ヒーターコネクター
①16-10φコネクター
②19-16-19φコネクター

￥4,400
￥750
￥870 ￥650

① L6用 16φストレート
② L6用 16φL型
③ L4用 16φL型

￥690
￥3,600
￥820
￥960

￥1,740
￥1,910

シリンダーブロック ツバ付きプラグ
50φ　　￥250
40φ　　￥250
35φ　　￥250
25φ　　￥250

L 型 シンプルサーモハウジング
水温センサー以外の余計なセンサー取り出し
や水の取り出し口の無いスッキリタイプ。

￥1,610
￥1,860

L 型 バックプレート
※～S52マニアルミッション車用

￥210/1ヶ

L 型 オイルギャラリープラグ
（シリンダーブロック前後で２個使用） ￥340

￥800

L 型 オイルリリーフバルブ＆プラグ
　　　　　　　①リリーフバルブ
※標準装備品でフィルターの目詰まり時のリリーフ回路バルブ
　　　　　　　②リリーフプラグ
※高油圧高回転でもリリーフさせず、確実にフィルターを通す

①

①

② ②

①
②

③

Ｌ４純正クランクプーリー
トリプルプーリータイプ（3段目は取外し可）

原動機：L14.L16.L18
　　　適   合：L4全車　　　
価   格：￥12,200 ￥14,100

適　合：L24/L26（E88)
サイズ：IN : 42φ　EX : 33φ
価　格：  ￥3,000/１本
            ￥36,000/１台

L24 スタンダードバルブ
適　合：L28（Ｎ42)
サイズ：IN : 44φ　EX : 35φ
価　格：  IN ￥1,930/１本
              EX￥2,720/１本

L28 スタンダードバルブ

￥2,230
￥3,140

L型用 ピボットセット　￥1,260 /1set
① ピボットアジャストスクリュー
② ピボットロックナット
③ ロッカースプリング
④ ピボットリテーナー
⑤ ピボットブッシュ

（単品）

①② ③

④⑤

￥310
￥310
￥120
￥120
￥400

Ｌ20  STDバルブガイド
適　合：L20～L28  L14～L18
仕　様：内外径STD　(内径微調整必要）
価　格： IN/EX 　各  ￥1,200/１本
             　　　　　 ￥14,400/１台            

L20ET  純正ヘッドボルトセット

適　合：L型全車　※ワッシャー別
　　　　

￥4,760／L6セット
￥3,400／L4セット

価　格： 　

適合：L20 
車種：GC10～HR30, S30,KC130等
価格：￥4,530 (社外品）
　　　￥10,200（純正品）

L20 STDヘッドガスケット

適合：L18 
車種：510 等
価格：￥3,800（社外品）

L18 STDヘッドガスケット
適合：L16. L14
車種：510等
価格：￥3,340（社外品）
価格：￥9,970（純正品）

L16.L14 STDヘッドガスケット

　　

純正 Ｌ型サーモカバー(2本ボルト）
適合：Ｌ型
車種：S30,GC10等
価格：￥2,210 　　

純正 Ｌ型サーモカバー(3本ボルト）
適合：Ｌ型 
車種：S130,GC210等
価格：￥1,490 　　

純正 Ｌ型ヘッドフロントカバー
適合：Ｌ型全車 
車種：
価格：￥280 　　

純正 Ｌ型ヘッド三角カバー
適合：Ｌ20,L24,L26,L28 
（フューエルポンプホールカバー）
価格：￥1,030￥330

L6用 純正ウォーターポンププーリー
原動機：Ｌ20～L28

　　　適   合：外径116φ　13mmベルト用　　　
価   格：￥5,510

L型　ウォーターインレット　

　　　
            価   格：￥1,040
　　　　￥1,200

            ※S48～S50年のS30,GC110,C130
              等に標準的に使用されるタイプ。

              No,20210503

　　　　（ヒーターホース口　19φ）
L型　ウォーターインレットSET　

　　　
            価   格：￥8,950/set

            ※S50年8月以降のS30後期、S31
              等に標準的に使用されるタイプ。

　　　　（ヒーターホース口ねじ式　16-10φ）


