リペア＆メンテナンスパーツ

L24 スタンダードバルブ
適 合：L24/L26（E88)
サイズ：IN : 42φ EX : 33φ
価 格： ￥3,000/１本
￥36,000/１台

②

①

Ｌ20 STDバルブガイド

2T-G １次側テンショナー

S20 コンロッドボルト

適
仕
価

適

合：2T/2T-G/2T-GEU

適

価

格：1次側テンショナー ￥3,220
1次側チェーンガイド ￥770

価

合：L20〜L28 L14〜L18
様：内外径STD (内径微調整必要）
格： IN/EX 各 ￥1,200/１本
￥14,400/１台

合：S20純正コンロッド用
(日産純正部品）
格： ￥1,870/１本
￥22,440/１台

③

⑤

④

L型用 ピボットセット

L6 カップリング+ファンセット
仕 様：385mm 7枚羽
適 合：Ｌ型全車
価 格： ￥37,410／SET
（カップリング￥29,500 ファン￥7,910）

￥1,140/1set

（単品） 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

￥300
￥270
￥110
￥110
￥350

※純正タイプ

STDメガネマフラーガスケット

GC10 クラッチマスターシリンダー

L20ET 純正ヘッドボルトセット

適

サイズ：

適

合：Ｌ6全車

価

格： ￥4,060／L6セット
￥4,620

合：GC10/S30前期

※純正エキゾースト用

価 格：￥800

5/8

価 格：￥32,500

製造廃止

※ワッシャー別

セドグロ用 ラジエターホース
適

合：230/330

価

格： アッパー
ロア

￥2,500
￥3,500

※純正タイプ

SR311ラジエターホース

S30デファレンシャルベルト

復刻布目仕様ラジエターホース

適

価 格：アッパー￥3,000
ロアー ￥4,000

価 格：￥13,500

L20 STDヘッドガスケット
適合：L20
車種：GC10〜HR30, S30,KC130等
価格：￥4,530 (社外品）
￥9,000（純正品）

合：S30前期、中期、後期

L18 STDヘッドガスケット
適合：L18
車種：510 等
価格：￥3,800（社外品）

汎用スピードメーターケーブル

（全長212cm）

適 合：Ｌ型全車
価 格：￥10,000

L16.L14 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：￥9,680（純正品）

TA22/TA17

2TG用

・ヒーターコネクター 17-17φ二又
￥4,800
・ヒーターパイプ
17φストレート ￥4,600
・ヒーターコネクター 17φ-3/8
￥1,000

A12 STDヘッドガスケット
適合：A12
車種：B110等
価格：￥2,250（社外品）

TE27

2TG用

・ヒーターコネクター 14-17φ二又
￥4,800
・ヒーターパイプ
14φストレート ￥4,600
・ヒーターコネクター 14φ-3/8
￥1,000

A14 STDヘッドガスケット
適合：A14
車種：B210等
価格： ￥2,430（社外品）

※純正ゴムタイプ

3K,4K STDヘッドガスケット
適合：3K,４Ｋ
車種：KP61 等
価格：￥4,280（社外品）

510 ラジエターホース
適

合：510ブルーバード

価

格： アッパー
ロア

￥1,370 ￥2,500
￥2,370 ￥3,500

U20 SOLEXゴムインシュレーター
仕
価

様：エンジンの振動を吸収し
インマニのクラックを防止
格：１台分
￥15,800/4ヶ
単品
￥3,950/1ヶ

L28 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 ￥1,970
EX￥2,720/１本 ￥2,770

純正 サーモスタット
適合：Ｌ型,FJ20,A型,S20,U20
価格：76.5度 ￥1,540
82度
￥1,310

￥1,570

純正 Ｌ型サーモカバー(2本ボルト）

純正 Ｌ型サーモカバー(3本ボルト）

純正 Ｌ型ヘッドフロントカバー

純正 Ｌ型ヘッド三角カバー

日産純正 ロングライフクーラント

適合：Ｌ型
車種：S30,GC10等
価格：￥1,950

適合：Ｌ型
車種：S130,GC210等
価格：￥1,310

適合：Ｌ型全車
車種：
価格：￥280
￥290

適合：Ｌ20,L24,L26,L28
（フューエルポンプホールカバー）
価格：￥910

適合：全車
容量 : ２リットル

（色：グリーン）

価格：￥1,600

日産純正部品

日産純正部品

マスターバックスペーサー

Ｌ型 ディスキャップ＆ローター

BOCSH フューエルポンプ(標準ﾀｲﾌﾟ)

7/8大容量ホイルシリンダー

13/16標準ホイルシリンダー

GC110後期の大容量マスターバックを
GC10、GC110前期に装着する時に使用

適合 : S130,HR30 後期型車用
亀有レース用ディスビィ用

適合 : GC10,GC110,510

適合 : GC10,GC110,510

価格：￥5,000

価格：ディスキャップ￥5,000
ローター
￥1,200
￥2,500

適合 : DR30,GC210,GC110,S31,S130等
Ｌ型,FJ20 標準インジェクション車
（IN12φOUT8φ 本体52φ 全長180mm)

価格 ￥22,900/1ヶ
￥23,400/1ヶ

価格 ￥22,900/1ヶ
￥23,400/1ヶ

※表示価格は本体価格です。別途消費税が加算されます。

ポンプ￥28,600 取付ブラケット￥2,500

更新 2019.11.9
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