
182
※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

●サブインジェクター 2 連キット

●オプションパーツ（#6 ホース用）

●キャブレター フューエルラインキット（ブルー＆レッド）

■バンジョーホースエンド シングル（バンジョーボルト . ワッシャー付）

■バンジョーホースエンド ダブル（バンジョーボルト . ワッシャー付）

■バンジョーボルトのみ（ワッシャー付）

■ストレートネジ（全品ワッシャー付）

ラインは安全性を高める為、アダプター、スイベル ･ シール（バンドレス）、ステンメッシュホースの構成になります。
なおかつアールズ特有のブルー＆レッド ･ ステンメッシュの輝きは、エンジンルームをメカニカルにします。

※ホース全長：STDタイプ…1.5m  リターンタイプ…2m
※OERキャブレターには、924106（AN6オス-ANメス45°）が必要になる場合も有ります。
　2連キット ×2、3連キット ×3
※キットは組み付けをしていません。P189を参考にして下さい。
※ホースは全キット#6（内径8.7㎜）サイズです。

※ホース長は 2mでレイアウトは自由です｡P183 のインジェクターアダプターに対応。
　＜中心サイズ＞ A･B…45 ㎜／ C･D…65 ㎜
※ 2 連以外も可能です。ご相談ください。
※キットは組付けをしていません。P189 を参考にして下さい。
※ホースは全キット #6（内径 8.7 ㎜）サイズです。
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割引対象商品FUEL LINE SYSTEM&PARTS

タイプ  仕　様 品　番 価　格 
A 90°　　　ナロースパン IJLN90 ¥24,000
B ストレート　ナロースパン IJLNST ¥24,000
C ストレート　ワイドスパン IJLWST ¥25,000
D 90°　　　ワイドスパン IJLW90 ¥25,000

キャブレター 形　状 品　番 価　格

ソレックス
デロルト
OER

2連STDタイプ FLS2S ¥29,500
2連リターンタイプ FLS2R ¥34,500
3連STDタイプ FLS3S ¥42,500
3連リターンタイプ FLS3R ¥47,500

ウェーバー

2連STDタイプ FLW2S ¥31,000
2連リターンタイプ FLW2R ¥37,500
3連STDタイプ FLW3S ¥46,000
3連リターンタイプ FLW3R ¥49,500

ホースサイズ ボルトサイズ キャブレター 品　番 価　格 
6 M12×1.25 ソレックス･デロルト･OER 807691 ¥6,200
6 M12×1.5 ウェーバー 807692 ¥6,200

ホースサイズ ボルトサイズ キャブレター 品　番 価　格 
6 M12×1.25 ソレックス･デロルト･OER 807991 ¥9,200
6 M12×1.5 ウェーバー 807992 ¥9,200

高さ（㎜） ボルトサイズ キャブレター 品　番 価　格 
24 M12×1.25 ソレックス･デロルト･OER 807001 ¥2,500
24 M12×1.5 ウェーバー 807002 ¥2,500

タイプ ホースサイズ ネジサイズ キャブレター 形　状 品　番 価　格
A 6 M12×1.25 ソレックス･OER 90° 849091 ¥8,900
A 6 M12×1.5 ウェーバー 90° 849092 ¥8,900
B 6 M12×1.25 ソレックス･OER 90° 923191 ¥7,200
B 6 M12×1.5 ウェーバー 90° 923192 ¥7,200
C 6 M12×1.25 ソレックス･OER 90° 949091 ¥4,700
C 6 M12×1.5 ウェーバー 90° 949092 ¥4,700

ホース、ホースエンド、アダプターに至るまで、ブラックシリーズフュー
エルラインキット ☞ P103に記載しています。

〔他種商品のお知らせ〕
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●インジェクターアダプター（イモネジ･O-リング付き）

●ホースインラインパーツ

●フューエルデリバリーブロック

●プレッシャーメーターアダプター
4 タイプあり、燃料ホースの中間にジョイントするこ
とにより、燃圧の取り出しが簡単にできます。取り出
し部は、NPT1/8 又は NPT1/4 の 2 種類です。

A 　　　　　　　　B

C 　　　　　　　　D

※インジェクター差し込みサイズ10.8
㎜に対応。

※ #6 ホースエンドに対応。
※差し込む際、O-リングには必ずグリ

スを塗布して下さい。

※全品燃圧計取り出しポート付。（NPT1/8 メス）
※ IN、OUT どちらでも使用可能です。

■インライン フューエルスクリーンフィルター

■シャットオフバルブ
●ホースインラインパーツ

純正（現車）のフィルターとの併用で使用します｡（おもに
純正フィルターの前に取り付け）

■インライン オイルスクリーンフィルター
アールズラインの中間に簡単に付けられ、オイルの中の
金属片を取り除きます。

■チェックバルブ（ワンウェイバルブ）
フューエルやオイルの逆流を防ぎます。

■クイックコネクトフィッテッング

フューエルライン、オイルラインの途中に割り込ませ
てセットします。ホースエンドなどをはずさなくても
ワンタッチで脱着可能です。IN・OUT 共脱着時ワンウェ
イ機能が働き漏れの心配は有りません。

割引対象商品FLUID LINE PARTS

タイプ 仕　様 品　番 価　格

A AN6オス-NPT1/8メス-AN6オス P217参照

B AN6オス-NPT1/8メス-AN6メス P217参照

A AN8オス-NPT1/8メス-AN8オス P217参照

B AN8オス-NPT1/8メス-AN8メス P217参照

D AN8オス-NPT1/4メス-AN8オス（マウント付） 100191 ¥5,000

品　番 IJADR45-R
カラー レッド
カプラ 45°タイプ
価　格 ¥2,500

このコーナーの一部（A、
Bタイプ）は廃 盤となって
います。
サ イズ も 豊 富 に 揃 え
P217 に記載しています。

➡他種商品案内➡

メーカー、仕様、価格
違いの商品は P106 に
記載しています。

➡他種商品案内➡

メーカー、仕様、価格違
いの商品は P262 に記
載しています。

➡他種商品案内➡

メーカー、仕様、価格違
いの商品は P263 に記
載しています。

➡他種商品案内➡

メーカー、仕様、価格違
いの商品は P260 に記
載しています。

➡他種商品案内➡

メーカー、仕様、価格違
いの商品は P260 に記
載しています。

➡他種商品案内➡

メーカー、仕様、価格違
いの商品は P260 に記
載しています。

➡他種商品案内➡




