
ラジエーターホース / ヒーターホース

※表示価格は本体価格です。別途消費税が加算されます。

DR30ラジエターホース
原動機：FJ20E/FJ20ET
適   合：前期後期共通
　　　
            ロアホース      ￥3,500
価   格：アッパーホース￥3,500

※純

※純正ゴムタイプ

※純正ゴムタイプ

※純正ゴムタイプ

正ゴムタイプ

HR30ラジエターホース
原動機：L20/L20ET
適   合：スカイライン　前期後期共通
　　　
            ロアホース      ￥3,500
価   格：アッパーホース￥2,500

※純正ゴムタイプ

GC210ラジエターホース
原動機：L20/L20ET
適   合：GC211共通
　　　
            ロアホース      ￥3,500
価   格：アッパーホース￥2,500

DR30ヒーターホースSET
原動機：FJ20E(T)

　　　価   格：￥4,000/SET

DR30ウォーターホースSET

SR311ヒーターホースSET

原動機：FJ20E(T)
　　　価   格：￥4,000/SET

※純正ゴムタイプ ※純正ゴムタイプ

KHC130ラジエターホース
原動機：L20
適   合：ローレル　セダン、HT共通
　　　
            ロアホース      ￥3,500
価   格：アッパーホース￥2,500

※純正ゴムタイプ

230/330ラジエターホース
原動機：L20,L26,L28
適   合：セドグロ　セダン、HT共通
　　　
            ロアホース      ￥3,500
価   格：アッパーホース￥2,500

※純正ゴムタイプ

※純正ゴムタイプ

S130ラジエターホース
原動機：L20/L28
適   合：前期
　　　
            ロアホース      ￥3,500
価   格：アッパーホース￥2,500

S130ラジエターホース
原動機：L20/L28
適   合：後期 
　　　
            ロアホース      ￥3,500
価   格：アッパーホース￥2,500

￥1,310 ￥1,800
￥1,990 ￥2,740

・アッパーホース
・ロアホース

GC10ラジエターホース

￥1,990 ￥2,500
￥3,500￥3,420

・アッパーホース
・ロアホース

）9.94S～（ ）用共111CG（
GC110ラジエターホース

￥1,990 ￥2,500
￥1,690 ￥2,320

・アッパーホース
・ロアホース

S30前期中期ラジエターホース
（S49.10～）

￥1,990 ￥2,500
￥2,920 ￥3,500

・アッパーホース
・ロアホース

S30後期 /S31ラジエターホース

HR30 ヒーターホースSET

GC10  網目ラジエターホース

Ｇ610サメブル ラジエターホース

原動機：L20

適   合：610ブルーバード
　　　
            ロアホース      ￥3,500
価   格：アッパーホース￥2,500

原動機：L20

適   合：HR30
　　　
            
価   格：￥4,000 /セット

　　

適   合：GC10/KGC10
　　　
            ロアホース      ￥4,000
価   格：アッパーホース￥3,000

原動機：L20

　　

SR311ラジエターホース
復刻布目仕様ラジエターホース

　　　価   格：アッパー￥3,000
　　　　ロアー　￥4,000

※純正タイプ

510 ラジエターホース
適　合：510ブルーバード
　　　　

アッパー　￥1,370 ￥2,500
￥3,500ロア　　　￥2,370

価　格： 　

            

※純正ゴムタイプ

GC110/KHC130ヒーターホース

価   格：￥7,500 /set

GC111/KHC130ヒーターホース

価   格：￥8,500 /set

510ヒーターホースセット

Ｓ54Ｂ/Ｓ54Aラジエターホース

※純正ゴムタイプ

　　　

適   合：510ブルーバード全車
価   格：￥3,350/set

　　　

適   合：プリンス スカイライン　
原動機：Ｇ７
　　　価   格：アッパー　￥5,500
　　　　ロア　　　￥4,500

　　　

中補強メッシュと肉厚設計による強化タイプ　
原動機：RB20DET
　　　価   格：アッパー2本セット ￥8,000
　　　　ロア　　            　￥6,000

S130 ヒーターホースセット
）用共期後.期前（      

 
            ）用共期後.期前（  期専用）前（  

保護チューブも充実させたハイグレード
タイプです。
価　格　：　￥11,000 /set　

（エンジンルーム用 : 日産純正部品）

Z31 ラジエターホース

※純正ゴムタイプ

※純正ゴムタイプ

※単 品 :      　①￥2,800　②￥1,590
  ③￥1,750　④￥1,150　⑤￥1,450

単   品 : ①￥1,580　②￥2,280
            ③￥1,450   　

単   品 : ①￥1,580　②￥1,150
            ③￥2,100   ④￥1,450　

GC10 後期ヒーターホースSET
適　合：GC10（1971～）2000GT
価　格：￥8,740/SET

①

①

②

②

③
④

⑤

※純正ゴムタイプ ※純正ゴムタイプ

S30 ヒーターホースSET
適　合：S30前期
　　　　S30中期　

　　　　　　　　（キャブ車）　

価　格：￥6,280/SET

S30 ヒーターコック下側ホース
適　合：S30前期
　　　　S30中期　

　　　　　　　　（キャブ車）　

価　格：￥1,530 価　格：￥810

S31 ヒーターホースSET
適　合：Ｓ31
　　　　S30後期

　　　　（インジェクション車）

価　格：￥5,310/SET

S31 ヒーターコアアウト側ホース
適　合：Ｓ31
　　　　S30後期

　　　　（インジェクション車）

              ￥7,500　/セット

              ③ ￥3,970（大）
              ② ￥1,230  (中）

              ② ￥1,250 (小）

              ① ￥2,300  (小）

              ① ￥2,100 (大）

価　格
単　品

単　品

①

②

③

No,20220511

※スロットルの下側に取り付けするホース
DR30ウォーターバイパスホース

原動機：FJ20E(T)
　　　価   格：￥1,500

※ヘッド前に取り付けるバイパスホース
　　純正品番 21018-R2000 相当品

※①ホースは前期車の場合、エンジンルーム
　側が長めになるため、カットして使用。　

S54Bウォーターバイパスホース

原動機：Ｇ７
　　　価   格：￥1,200

※Ｗ/Ｐからサーモハウジングへバイパス
　純正品番：14137ー1101OP 相当品

S20ウォーターハウジングホース

適　合：KPGC10,PS30
　　　価   格：￥2,500

※ウォーターハウジングとウォーター
　ポンプをつなぐホース

※純正ゴムタイプ ※純正ゴムタイプ

※純正ゴムタイプ※純正ゴムタイプ※純正ゴムタイプ※純正ゴムタイプ

※純正ゴムタイプ ※純正ゴムタイプ

※純正ゴムタイプ

※純正ゴムタイプ※純正ゴムタイプ

※純正ゴムタイプ

※純正ゴムタイプ

※純正ゴムタイプ

①
①

②

②

③

③

④

※純正ゴムタイプ

※純正ゴムタイプ※純正ゴムタイプ

①

②

③

※純正ゴムタイプ ※純正ゴムタイプ ※純正ゴムタイプ


