
●OERキャブレター 
　45φ　本体 ¥45,000 
　47φ　本体 ¥49,000 
　50φ　本体 ¥85,000 

●OERジェット 
　メインジェット　　　本体 ¥450 
　エアージェット　　　本体 ¥450 
　パイロットジェット　本体 ¥460 
　ポンプノズル　　　　本体 ¥600 

●OERパッキンセット 
　45φ　　　本体 ¥1,200 
　47φ　　　本体 ¥1,200 
　50φ　　　本体 ¥1,200 

●OERリペアキット 
　45φ　　　本体 ¥5,500 
　47φ　　　本体 ¥5,500 
　50φ　　　本体 ¥5,500 

●OERフューエルパイプ
　40φ～50φ　T型　　¥3,000 

　　　　　　　　L-A/L-B型　　¥2,800 　　　　　　　　               　　¥3,000 
　　　　　　　　               　　¥5,800 
　　　　　　　　               　　¥5,800 
　　　　　　　　               　　¥5,800 　　　　　　　　               　　¥1,400 

　　　　　　　　               　　¥80,000 

　　　　　　　　               　　¥1,400 
　　　　　　　　               　　¥1,400 　　　　　　　　               　　¥480 

　　　　　　　　               　　¥480 
　　　　　　　　               　　¥500 
　　　　　　　　               　　¥650 

　　　　　　　　               　　¥49,000 
　　　　　　　　               　　¥53,000 

　(WEBERジェットタイプ）45φ　本体 ¥52,000  
　(WEBERジェットタイプ）47φ　本体 ¥56,000 

　　　　　　　　               　　¥98,000 

　　　　　　　　               　　¥3,200
 

●WEBERキャブレター 
　40φ　本体 ¥66,000 /1基 
48φ　本体 ¥89,000 /1基 
50φ  本体 ¥105,000 /1基 

●WEBER45φキャブレター 
　45DCOE-152　本体 ¥66,000 /1基 　　　　　　　本体 ¥117,000 /1基

　　※右レバー、左レバータイプあり 
　45DCOE-9     　本体 ¥75,000 /1基 

●WEBER55φキャブレター
　　　　　　　　　　　　 

 

●SOLEXレース用ジェットブロック 
　　　　　　　　　　　　　　本体 ¥5,000 

・44φ50φ共用タイプ 
・片寄りに強い12mmロングタイプ 
・ベース円及び穴形状の変更により大幅な気化効率アップ 

●SOLEX 純正ジェットブロック 
　　　　　　44φ 純正OA 　本体 ¥3,300 
　　　　　　50φ 純正OB 　本体 ¥3,300 

●SOLEX ジェット 
メインジェット　　　本体 ¥640 
エアージェット　　　本体 ¥640 
パイロットジェット　本体 ¥640 
ポンプジェット　　本体 ¥1,200 

●SOLEX ニードルバルブ 
S型4型　　　  50φ3型　   

#1.8　本体 ¥2,850　本体 ¥3,150
#2.0　本体 ¥2,850　本体 ¥3,150
#2.3　本体 ¥2,850　本体 ¥3,150

●SOLEX フロート 
              50φ復刻品  ¥13,800 

3型　製造廃止（４型流用可・追加ワッシャー必要）　
４型S型　　　 ¥3,300 

●SOLEX オーバーホールキット 
　　　　40φ Ｓ型 3型 4型　本体 ¥4,230 
　　　　44φ 　　 3型 4型　本体 ¥4,230 
　　　　50φ 　　　　 2型　本体 ¥4,230 

●SOLEX フューエルパイプ 
44φ T型　本体 ¥4,000 

44φ L-A/L-B型　本体 ¥3,300 
50φ T型　本体 ¥4,000 
50φ L型　本体 ¥4,000 

44φ-S/50φ-S型　本体 ¥4,000 

●SOLEX バタフライ 

●SOLEX スロットルシャフト

●バタフライストッパーボルト 

44φ　本体 ¥3,650 
50φ　本体 ¥4,550 
44φ　本体 ¥5,340 
50φ　本体 ¥6,170 
1ヶ　本体 ¥150 

●SOLEX サイドレバーkit 

本体 ¥5,230 3型
本体 ¥5,230 4型
本体 ¥5,230 50φ 

●SOLEX 44φアウターベンチュリー 
　(シンチュウ製) 

　　　　　　　　　　36φ　本体 ¥3,500 
　　　　　　　　　　38φ　本体 ¥3,500 
　　　　　　　　　　40φ　本体 ¥3,500 

●チャンバーカバーステンレスボルトSET

●ジェットカバー蝶ネジ（３型、４型）

SOLEX （S型）
SOLEX （4型）

SOLEX （50φ 3型）

本体 ¥1,600 
本体 ¥1,400 

SOLEX （ニスモ4型） 本体 ¥1,400 
本体 ¥800 
本体 ¥300 

●SOLEX チャンバーカバーガスケット 
　　　　　　40φＳ型 3型 4型　本体¥550
　　　　　　44φ　　 3型 4型　本体¥550
　　　　　　50φ　　　　 2型　本体¥550

●40φ用ファンネル 
　　　　　　　 ネット無しファンネル  　50 mm　本体 ¥3,200 

　 ¥3,000 

カールファンネル　45 mm　本体 ¥4,500 
カールファンネル　70 mm　本体 ¥5,000

ネット付ファンネル　30/50 mm　本体 ¥3,000 

●44～45φ用ファンネル 
SOLEX 標準タイプ　50 mm　本体 ¥3,500 
SOLEX 標準タイプ　75 mm　本体 ¥5,800 
カールファンネル　45 mm　本体 ¥5,000 
カールファンネル　70 mm　本体 ¥5,500 
カールファンネル　80 mm　本体 ¥8,000

●50φ用ファンネル 
　SOLEX/OER 50φ　35 mm　　本体 ¥6,500
SOLEX 50φ純正　50 mm　　本体 ¥8,000
WEBER50φ　75 mmカール　本体 ¥9,500

      ¥3,800

●WEBER パッキンセット 

●WEBER 45φバタフライ
　適合：WEBER DCOE
・バタフライ
・バタフライストッパーボルト

本体 ¥ 4,000 
本体 ¥200 

●WEBER ステンレスボルトセット
　適合：WEBER 40～50φ
　5本SET（L＝20mm×1　L＝25mm×4）

本体 ¥1,000 ●WEBER ジェットカバー
　適合：WEBER 40～50φ
・ジェットカバー
・ジェットカバーパッキン

本体 ¥3,200 
本体 ¥300 

●WEBER ベンチュリーストッパーボルト
　適合：WEBER 40～50φ
・ベンチュリーストッパーボルト
・ロックワッシャー

本体 ¥1,000 
本体 ¥1,200 

●WEBER スロットルレバー
　適合：WEBER 40～45φ
・スロットル右レバー
・スロットル左レバー

本体 ¥3,000 
本体 ¥3,000 

　　　　　　　　　　　　　　本体 ¥3,700 
●WEBER エマルジョンチューブ F2   本体 ¥3,100 

F4   本体 ¥3,100 
F7   本体 ¥3,100 
F9   本体 ¥3,100
F11 本体 ¥3,100
F16 本体 ¥3,100 

●WEBER ジェット 
メインジェット　本体 ¥600 
エアージェット　本体 ¥600 
スロージェット　本体 ¥700 
ポンプノズル　本体 ¥1,600 

●WEBER ニードルバルブ 
#175  本体 ¥3,500 
#200  本体 ¥3,500 
#225  本体 ¥3,500 
#250  本体 ¥3,500 

●WEBER フロート 

　　　プラスチックフロート　本体 ¥7,000 

●WEBER フューエルパイプ 
Lパイプ　本体 ¥3,500 
Tパイプ　本体 ¥3,500 

縦向きTパイプ　本体 ¥3,500 
ストレートパイプ　本体 ¥3,500 

●WEBER 45φアウターベンチュリー 

※DCOE9用とDCOE152用あり

（ジュラルミン製） 

38φ　¥3,500 
34φ　¥3,500 

40φ　¥3,500 
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WEBERキャブレター＆パーツ

SOLEXキャブレターパーツ＆ファンネル
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61 ※表示価格は本体価格です。別途消費税が加算されます。


