フューエルポンプ他、インマニパーツ

本体 ¥69,800
●ニスモ フューエルポンプ
※吐出量 1.3L/分
最大吐出圧 0.45kg/cm2
交換用フィルター＆パッキンセット

本体 ¥11,500
本体 ¥1,800

●大容量フューエルレギュレーター

本体 ¥16,000
※キャブの燃料圧を調整及び安定させる為の必需品 !
メカポンプ及びインジェクションポンプに対応できる
大容量タイプ。

●ミツバタイプ フューエルポンプ
※吐出量 1.4L/分
最大吐出圧 0.3kg/cm2
交換用フィルター＆パッキンセット

●L型3連フューエルパイプ

●40φ燃圧計
本体 ¥5,000
0〜0.1MP（0〜1kg／cm2）
エンジンルームに取り付け可能なキャブ専用燃圧計。
※脈動による針振れ防止機能付き。

●燃圧計＆レギュレーターセット
デュアル出口のリターン無しタイプ。
・HOLLY レギュレーターのみ

●キャブバランサー/エアフロータイプ

●油面ゲージ

本体 ¥13,500

●大容量フューエルポンプ
＊吐出量

本体 ¥1,800

本体 ¥4,500

本体 ¥36,300

2.2L/分 （入口12φ出口8φ

本体54φ）

本体 ¥30,000
●ボッシュ大容量フューエルポンプ
＊吐出量 3.1L/分 （L30〜L31向け）

本体 ¥19,800
本体 ¥23,500
4226cc/分の大容量タイプ

●HOLLYフューエルポンプ
＊吐出量

本体 ¥1,790
本体 ¥1,830

（入口12φ出口8φ 本体52φ全長180mm）
本体 ¥1,790
●フューエルポンプブラケット
本体 ¥1,830

本体 ¥3,000
●8mm銅パイプ (3m巻き)
(4m巻き)
本体 ¥4,000
燃料配管用の銅パイプです。なまし材なので、しなやか
に曲げられて便利。（１ｍ￥1,000単位で切り売り可）

●ステンメッシュフューエルホース#6
1m 本体 ¥5,000
本体 ¥850
●アールズエコノバンド#6

●8mm フューエルゴムホース

●コレクタータンク
本体 ¥20,000
本体 ¥19,500

●ブローバイフィルター
適合：L型、A型、2TG、18RG他
※16φ口用

本体 ¥5,500
本体 ¥4,500

●L6 アルミヒートプレート（挟み込みタイプ）
SOLEX, WEBER, OER 40φ〜45φ本体 ¥5,500

本体 ¥2,170
本体 ¥1,750

●L6 アルミヒートプレート（つり下げタイプ）
SOLEX 44, 50φ ※金具付き 本体 ￥7,000
WEBER 50φ
※金具付き 本体 ￥6,000
・
Ｌ４ SOLEX.OER用 ※金具付き
￥6,200
※金具付き
￥5,500
・
Ｌ４ WEBER 用
・A型,K型 SOLEX,OER用 ※金具付き ￥6,200
・A型,Ｋ型 WEBER用
※金具付き
￥5,500

●フューエルポンプブラケット

本体 ¥3,500

本体 ¥15,000

●マグネット付燃料フィルター

本体 ¥12,000

※分解清掃可能なガラス管タイプのフィルターで、内部に仕
込まれたマグネットがサビや鉄粉をキャッチします。
（ホースバンド2個付属）

上3下1ホース口タイプ (円筒)
上4下2ホース口タイプ (円筒)

●ステンバンド

本体 ¥2,900

※上4下2タイプは、ホース口別売です。

WEBER 50φ

本体 ¥10,000
※適合：SOLEX40〜50φ WEBER40〜48φ OER40〜50φ
キャブに当てたままでもアイドリングが下がら
ない新機構で簡単にキャブ調整ができます。

1m 本体 ¥1,000
本体 ¥280

本体 ¥4,500
※SOLEX,WEBER,OERキャブに使用できる。
簡単ワンタッチ、ガラス管タイプ !

●エアークリーナー
（SOLEX, WEBER, OER用） 45mm厚 本体 ¥3,800
80mm厚 本体 ¥4,400
●交換用フィルター 45mm ¥1,800/80mm ¥2,400
●交換用エアークリーナーパッキン
本体￥200

●ジェットブロックドライバー
（SOLEX, WEBER共用）
●エアージェットドライバー
（SOLEX用）

●ターンバックル（ゴールド）

●ターンバックル（片ピロ）

●ターンバックル（両ピロ）

SOLEX 50 φ

44 φ〜 45 φ

インマニパーツ

●強化押しレバー

（軸径：8φ 10φあり）

新製品

ボールジョイント無し ￥3,000
ボールジョイント付き ￥3,700
ゆるみやズレによるトラブルを解消できる。

本体 ¥2,600
本体 ¥2,000
ゴールドの部分はシンチュウ製でヒビ割れに強い。

本体 ¥3,100
ソレックスの場合はキャブ側のボールが外れないため
片ピロタイプがとっても簡単。

本体 ¥3,600
ピロボールを使用することでガタを少なくできスポーツ
走行で外れる心配も解消できる。

●L6 ジョイント（強化レバー付き）

左巻き

●アルミ押しレバー
本体 ¥2,200
（軸径：8φ 10φあり）
インマニキットに標準敵に付属するスタンダード品
※アルミニウム製品

●戻しレバー
本体 ¥1,400
本体 ¥1,000
（軸径：8φ 10φあり）
リターンスプリングの強さを調整するレバー。

●オオギレバー
本体 ¥2,500
本体 ¥1,900
（軸径：8φ 10φあり）
ワイヤー式でスロットルを作動させるレバー。
日産用、トヨタ用あり。

●調整レバー
本体 ¥1,500
（軸径：10φ）
押しレバーによるスロットル開度を微調整するときに
必要。

●Eリング
（軸径：8φ 10φあり）
ステンバーのロックに使用。

●コの字ジョイント

●L6ジョイント

●テフロンブッシュ
本体 ¥700
（軸径：10φ）
ステンバーの摺動部に使用。インマニ1台に2ヶ必要。
（ブッシュ式インマニ用）

●L型用ワイヤー受け

●ボールジョイント

●インマニスタッドボルト

本体 ¥2,000

ステンバーのジョイントパーツ。
（L4、L6用）

本体 ¥7,000
本体 ¥5,000
L6ロッド式インマニの構成部品でリンケージをロッドで
駆動するためのジョイントパーツ。

本体 ¥80

新製品

本体￥8,500
激しいアクセルワークでもレバーが滑らない
強化レバー付き

右巻き

●リターンスプリング

本体 ¥600
スロットルの戻り側のスプリングでエンジン型式によっ
て右巻きと左巻きがあり。

本体 ¥1,200
ワイヤーを受け止めるためのブラケットでエンジン型式
によって種類あり。

（SOLEX, WEBER, OER用）

インシュレーターパッキン
●ステンバー
本体 ¥3,800 本体 ¥3,000
・L6 1001用
本体 ¥3,800 本体 ¥3,000
・L6 1002用
・A型、L4、FJ20、Z20、4K、4AG
本体 ¥2,600 本体 ¥2,000

●強化タイプ押しレバー 販売終了

本体 ¥2,800
緩みやクラックに強いスチール素材使用で耐久性抜群。
※芯間距離40mm 軸径10φ用

※表示価格は本体価格です。別途消費税が加算されます。

インシュレーター

●インシュレーターパッキン
40φ用 44φ用 50φ用
各 ¥300/1枚
●インシュレーター
40φ用 44φ用
各 ¥2,200/1枚
50φ用
¥2,500/1枚

押しレバーの先端に使用しているパーツ。

本体 ¥700
本体 ¥530

※ナット＆ワッシャー付き

本体 ¥380/1本
本体 ¥430/1本
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