リペア＆メンテナンスパーツ

オイルフィルター

オイルフィルター

オイルフィルター

オイルフィルター

汎用フューエルフィルター

品番：AY100-NS008
適応：L20〜L28
L14〜L18 Z18, Z20, FJ20
価格：￥1,450

品番：AY100-NS007
適応：A12〜A15
FJ20, U20
価格：￥1,150

品番：15208-78525
適応：S20
価格：￥1,310

品番：AY100-TY017
適応：2TG, 18RG, 3K, 4K
価格：￥1,000

品番：AY505-NS014
適応：8mm ホース , キャブ車専用
価格：￥1,260 ￥1,500

クラッチマスター シールキット

クラッチマスター シールキット

クラッチマスター シールキット

ブレーキマスター シールキット

MK63 キャリパー シールキット

品番：MK−N204
（5/8）
適応：GC110後期, GC210, Ｃ130
価格：￥1,520 ￥2,130

品番：FC−30420
適応：S30, S31
価格：￥3,000

品番：MK−N206 （5/8）
適応：S130,ＧＣ110前期
価格：￥1,600
※下側にボルトがあるタイプ

品番：TK−9100（トキコ 7/8）
適応：S47〜 S30, S31
S50〜 GC110, GC210
価格：￥5,820 ￥8,130

品番：MK63-NS053
適応：MK63 4 ポットキャリパー
価格：￥3,620
￥5,720

（5/8）

※下側にボルトがないタイプ

L 型 クラッチレリーズシールキット

L 型 クラッチレリーズシールキット

L 型 大容量クラッチレリーズシールキット

L 型 3/4 レリーズシリンダー Assy

L 型 クラッチフォーク＆ブーツ SET

品番：CK-4101
サイズ：11/16
適応：S30, GC10, GC110
価格：￥680 ￥940

品番：CK-4100
サイズ：3/4
適応：S130, GC210
価格：￥860

サイズ：13/16
適応：大容量レリーズシリンダー
（ダブルシールタイプ）
価格：￥2,500

品番：30620-U7001
サイズ：3/4
適応：L 型全車
価格：￥5,030

・肉厚が 1mm 厚くクラックに強い強化タイプ
適合：L 型全車（自動調整タイプ）
価格：￥4,500

②

②
③

③

①

①
R200 デフパーツ

R200 LSD フリクションディスク

①ピニオンオイルシール
￥960
②サイドオイルシール ￥380/1 ヶ
③デフカバーパッキン
￥1,150
￥1,170

R180 デフパーツ
①ピニオンオイルシール
￥670
②サイドオイルシール ￥920/1 ヶ
③デフカバーパッキン
￥1,150
￥1,170

品番：38433-N3211
厚み：1.85mm
価格：￥900

R180 LSD フリクションディスク

R180 ボルトタイプ変換パーツ

品番：38433-RS610
厚み：1.90mm
価格：￥2,700

・サークリップ式のデフをボルトタイプに
変換して GC10 や S30 に使用するため
のパーツ。
￥6,000/1SET

④

③

①
②

①

③
日産クラッチレリーズベアリング
①S20
②L 型、FJ20、A 型
③OS ツイン＆トリプル用

￥3,450
￥1,850
￥2,890

L 型 スリーブ＆ベアリングセット

L 型 スリーブ＆ベアリングセット
OS ツイン TS2A（24mm） ￥4,790
OS ツイン TS2AD（18mm） ￥6,380
OS ツイン TS2BD（16mm） ￥5,310

適応：ニスモ強化クラッチ
高さ：28mm スリーブ
価格：￥3,910

②

71C, 71B パッキン＆シール
①フロントオイルシール
②リアオイルシール
③フロントカバーパッキン
④71C シフトハウジングパッキン

MK63 キャリパー取り付けボルト

￥270
￥420
￥920
￥440

￥1,500/4 本 SET

（パッキンは R32 タイプ M とシルビア用あり）

トヨタクラッチレリーズベアリング

サイドブレーキワイヤー止めゴマ

・18RG ￥3,250 ・2TG前期 ￥2,100
・4AG
￥3,250 ・2TG後期 ￥3,250

S30 前期サイドブレーキワイヤー
（復刻品 36543-N3000 相当品）
￥20,000

￥8,000/2 ヶ SET

GC10/GC110 アクセルワイヤー
（復刻品 18150-A7100 相当品）

※表示価格は本体価格です。別途消費税が加算されます。

￥8,000

S30 リヤロアアームスピンドル

￥1,850/1本
￥2,200/1本
・ロアアームブッシュの交換時に
固着したスピンドルを交換

7/8 ブレーキマスターシリンダー
￥28,600

71B メインドライブギヤセット
（歯数 31/22 L28 用）

￥25,400
￥25,900
L20 ベースミッションでタイプ B
クロスを組むときに使用。

GC110 マスターバック
後期用ビックサイズです。（162φ）
前期に付ければ制動力アップ。 ￥23,200
￥34,800
￥41,400
￥42,200

S30 NISMO ブレーキライニング
適合：S30 後期、S31
年式：S51.5〜
材質：フェロード AM4
価格：¥6,000/1 台
※箱に汚れありご了承ください。

L 型 セルモータースペーサー
（和光製品）

￥13,000

4

