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※表示の本体価格は税抜価格です。
　お支払時に別途消費税額を申し受けます。

 MAIL ORDER    KINOKUNI  TEL 0736-62-6355  FAX 0736-62-8122
　　　　　　　　　　　 http://www.kinokuni-e.com

※サンドイッチブロック/センターボルトサイズの関係上、車種（エンジン型式）を必ずご連絡下さい。

　末尾（B or S）⇒センターボルトサイズ選択｛ B：ニッサン､ホンダ､マツダ､ミツビシ､スバル,etc.（M20×1.5）
  S：トヨタ､ニッサン（旧車）,etc.（3/4"-16）
※油温/油圧取り出しブロックにも交換出来ます。P59を参照して下さい。（追加価格）
※コアのサイズはP113を参照して下さい。
※上記キットは、すべて#10ラインの価格です。その他#6･#8･#12ラインをご希望の方は、ご相談下さい。
※上記キット内のステンレスメッシュホースをフレックスナイロンメッシュホース（ブラック）P76に交換する事も出来

ます。その場合価格は据え置き（同じ）ですので、ご了承下さい。

サンドイッチ　タイプ①

サンドイッチ　タイプ③

サンドイッチ　タイプ②

【キット内容】───────
◦オイルクーラーコア ×1 
 　（セトラブ）
◦サンドイッチブロック ×1
 　（ラン･マックス K400）
◦ホースエンド  ストレート ×4 
 　（ラン･マックス）
◦ステンレスメッシュ ホース ×3m
 　（アールズ）

※センターボルトサイズ（下記参照）
　B：M20×1.5
　S：3/4"-16

【キット内容】───────
◦オイルクーラーコア ×1
 　（セトラブ）
◦サンドイッチブロック ×1
 　（ラン･マックス K400）
◦ホースエンド  ストレート ×2
●ホースエンド  90°or45° ×2
 　（ラン･マックス）
   ※指定が無き場合90°で出荷致します。

◦ステンレスメッシュ ホース ×3m
 　（アールズ）

※センターボルトサイズ（下記参照）
　B：M20×1.5
　S：3/4"-16

【キット内容】───────
◦オイルクーラーコア ×1
 　（セトラブ）
◦サンドイッチブロック ×1
 　（ラン･マックス K400）
◦ホースエンド 45° ×2
●ホースエンド  90° ×2
 　（ラン･マックス）
◦ステンレスメッシュ ホース ×3m
 　（アールズ）

※センターボルトサイズ（下記参照）
　B：M20×1.5
　S：3/4"-16

（汎用・サーモスタット無し・#10 ライン）

●オイルクーラーキット

ORIGINAL   OIL COOLER KIT 割引対象商品

コア インターミディエイト ワイド エクストラワイド

10段
KOS1-10 I（BorS）KOS1-10W（BorS）KOS1-10E（BorS）

¥39,500 ¥40,000 ¥41,000

13段
KOS1-13 I（BorS）KOS1-13W（BorS）KOS1-13E（BorS）

¥42,000 ¥42,500 ¥43,500

16段
KOS1-16 I（BorS）KOS1-16W（BorS）KOS1-16E（BorS）

¥44,500 ¥45,000 ¥46,500

19段
KOS1-19 I（BorS）KOS1-19W（BorS）KOS1-19E（BorS）

¥47,500 ¥48,000 ¥50,000

25段
KOS1-25 I（BorS）KOS1-25W（BorS）KOS1-25E（BorS）

¥52,500 ¥53,000 ¥55,500

34段
KOS1-34 I（BorS）KOS1-34W（BorS）KOS1-34E（BorS）

¥65,000 ¥66,000 ¥69,500

コア インターミディエイト ワイド エクストラワイド

10段
KOS2-10 I（BorS）KOS2-10W（BorS）KOS2-10E（BorS）

¥42,000 ¥42,500 ¥43,500

13段
KOS2-13 I（BorS）KOS2-13W（BorS）KOS2-13E（BorS）

¥44,500 ¥45,000 ¥46,000

16段
KOS2-16 I（BorS）KOS2-16W（BorS）KOS2-16E（BorS）

¥47,000 ¥47,500 ¥49,000

19段
KOS2-19 I（BorS）KOS2-19W（BorS）KOS2-19E（BorS）

¥50,000 ¥50,500 ¥52,500

25段
KOS2-25 I（BorS）KOS2-25W（BorS）KOS2-25E（BorS）

¥55,000 ¥55,500 ¥58,000

34段
KOS2-34 I（BorS）KOS2-34W（BorS）KOS2-34E（BorS）

¥67,500 ¥68,500 ¥72,000

コア インターミディエイト ワイド エクストラワイド

10段
KOS3-10 I（BorS）KOS3-10W（BorS）KOS3-10E（BorS）

¥44,000 ¥44,500 ¥45,500

13段
KOS3-13 I（BorS）KOS3-13W（BorS）KOS3-13E（BorS）

¥46,500 ¥47,000 ¥48,000

16段
KOS3-16 I（BorS）KOS3-16W（BorS）KOS3-16E（BorS）

¥49,000 ¥49,500 ¥51,000

19段
KOS3-19 I（BorS）KOS3-19W（BorS）KOS3-19E（BorS）

¥52,000 ¥52,500 ¥54,500

25段
KOS3-25 I（BorS）KOS3-25W（BorS）KOS3-25E（BorS）

¥57,000 ¥57,500 ¥60,000

34段
KOS3-34 I（BorS）KOS3-34W（BorS）KOS3-34E（BorS）

¥69,500 ¥70,500 ¥74,000

カラー：P12参照
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※表示の本体価格は税抜価格です。
　お支払時に別途消費税額を申し受けます。

 MAIL ORDER    KINOKUNI  TEL 0736-62-6355  FAX 0736-62-8122
　　　　　　　　　　　 http://www.kinokuni-e.com

バイパス　タイプ①

※バイパスブロック/センターボルトサイズの関係上、車種（エンジン型式）をご連絡下さい。

　末尾（B or R）⇒センターボルトサイズ選択｛ B：ニッサン､ホンダ､マツダ､ミツビシ､スバル,etc.（M20×1.5）
  R：トヨタ､ニッサン（旧車）,etc.（3/4"-16）
※コアのサイズはP113を参照して下さい。
※上記キットは、すべて#10ラインの価格です。その他 #6･#8･#12ラインをご希望の方は、ご相談下さい。
※油温/油圧の取り出しが出来ます。左記表よりアダプターをお選び下さい。（油温のみ付属）。
　指定が無き場合はプラグで出荷しますので、ご了承ください。
※上記キット内のステンレスメッシュホースをフレックスナイロンメッシュホース（ブラック）P76に
　交換する事も出来ます。その場合価格は据え置き（同じ）ですので、ご了承下さい。

油圧：PT1/8（固定）

バイパス　タイプ③

バイパス　タイプ②

【キット内容】───────
◦オイルクーラーコア ×1 
　（セトラブ）
◦バイパスブロック（エンジン側） ×1
　（ラン･マックス K300）
◦マウントブラケット（エレメント側） ×1
　（ラン･マックス K500）
◦ホースエンド  ストレート ×6
　（ラン･マックス）
◦ステンレスメッシュ ホース ×4m
　（アールズ）

※センターボルトサイズ（下記参照）
　B：M20×1.5
　R：3/4"-16

【キット内容】───────
◦オイルクーラーコア ×1 
　（セトラブ）
◦バイパスブロック（エンジン側） ×1
　（ラン･マックス K300）
◦マウントブラケット（エレメント側） ×1
　（ラン･マックス K500）
◦ホースエンド  ストレート ×4
●ホースエンド 90°or45° ×2
　（ラン･マックス）
   ※指定が無き場合90°で出荷致します。

◦ステンレスメッシュ ホース ×4m
　（アールズ）

※センターボルトサイズ（下記参照）
　B：M20×1.5
　R：3/4"-16

【キット内容】───────
◦オイルクーラーコア ×1 
　（セトラブ）
◦バイパスブロック（エンジン側） ×1
　（ラン･マックス K300）
◦マウントブラケット（エレメント側） ×1
　（ラン･マックス K500）
◦ホースエンド  ストレート ×2
●ホースエンド   45° ×2
●ホースエンド   90° ×2
　（ラン･マックス）
◦ステンレスメッシュ ホース ×4m
　（アールズ）

※センターボルトサイズ（下記参照）
　B：M20×1.5
　R：3/4"-16

（汎用・サーモスタット無し・#10 ライン 油温 / 油圧取り出し付）

●オイルクーラーキット

ORIGINAL   OIL COOLER KIT 割引対象商品

コア インターミディエイト ワイド エクストラワイド

10段
KOB1-10 I（BorR）KOB1-10W（BorR）KOB1-10E（BorR）

¥53,500 ¥54,000 ¥55,000

13段
KOB1-13 I（BorR）KOB1-13W（BorR）KOB1-13E（BorR）

¥56,000 ¥56,500 ¥57,500

16段
KOB1-16 I（BorR）KOB1-16W（BorR）KOB1-16E（BorR）

¥58,500 ¥59,000 ¥60,500

19段
KOB1-19 I（BorR）KOB1-19W（BorR）KOB1-19E（BorR）

¥61,500 ¥62,000 ¥64,000

25段
KOB1-25 I（BorR）KOB1-25W（BorR）KOB1-25E（BorR）

¥66,500 ¥67,000 ¥69,500

34段
KOB1-34 I（BorR）KOB1-34W（BorR）KOB1-34E（BorR）

¥79,000 ¥80,000 ¥83,500

コア インターミディエイト ワイド エクストラワイド

10段
KOB2-10 I（BorR）KOB2-10W（BorR）KOB2-10E（BorR）

¥56,000 ¥56,500 ¥57,500

13段
KOB2-13 I（BorR）KOB2-13W（BorR）KOB2-13E（BorR）

¥58,500 ¥59,000 ¥60,000

16段
KOB2-16 I（BorR）KOB2-16W（BorR）KOB2-16E（BorR）

¥61,000 ¥61,500 ¥63,000

19段
KOB2-19 I（BorR）KOB2-19W（BorR）KOB2-19E（BorR）

¥64,000 ¥64,500 ¥66,500

25段
KOB2-25 I（BorR）KOB2-25W（BorR）KOB2-25E（BorR）

¥69,000 ¥69,500 ¥72,000

34段
KOB2-34 I（BorR）KOB2-34W（BorR）KOB2-34E（BorR）

¥81,500 ¥82,500 ¥86,000

コア インターミディエイト ワイド エクストラワイド

10段
KOB3-10 I（BorR）KOB3-10W（BorR）KOB3-10E（BorR）

¥58,000 ¥58,500 ¥59,500

13段
KOB3-13 I（BorR）KOB3-13W（BorR）KOB3-13E（BorR）

¥60,500 ¥61,000 ¥62,000

16段
KOB3-16 I（BorR）KOB3-16W（BorR）KOB3-16E（BorR）

¥63,000 ¥63,500 ¥65,000

19段
KOB3-19 I（BorR）KOB3-19W（BorR）KOB3-19E（BorR）

¥66,000 ¥66,500 ¥68,500

25段
KOB3-25 I（BorR）KOB3-25W（BorR）KOB3-25E（BorR）

¥71,000 ¥71,500 ¥74,000

34段
KOB3-34 I（BorR）KOB3-34W（BorR）KOB3-34E（BorR）

¥83,500 ¥84,500 ¥88,000

アダプターサイズ表
品　番 サイズ
K18 NPT（PT）1/8
K10M M10×1.0P
K12M M12×1.25P
K14M M14×1.5P
K16M M16×1.5P

K6001 UNF 5/8"-18
（オートメーター用）

カラー：P12参照


