SJ10用 【アイシン】クラッチセット

SJ30用 【アイシン】クラッチセット

商品番号 ： 2003
通常販売価格 ： 16,737円

商品番号 ： 2004
通常販売価格 ： 16,737円

消費税込 ：

消費税込 ：

12,204円 ・・・ 送料込

12,204円 ・・・ 送料込

ディスク、カバー、レリーズベアリングの３点セット。アイシンクラッチ
ディスクはクッションゴムを採用、振動や騒音を低減させ、熱や摩耗にも
耐えられる特長。※クラッチセンターリング用工具が必要

ディスク、カバー、レリーズベアリングの３点セット。アイシンクラッチ
ディスクはクッションゴムを採用、振動や騒音を低減させ、熱や摩耗にも
耐えられる特長。※クラッチセンターリング工具が必要

JA71用 【アイシン】クラッチセット

JA11前期用 【アイシン】クラッチセット

商品番号 ： 2005
通常販売価格 ： 17,903円

商品番号 ： 2006
通常販売価格 ： 19,740円

消費税込 ：

消費税込 ：

13,068円 ・・・ 送料込

14,580円 ・・・ 送料込

ディスク、カバー、レリーズベアリングの３点セット。アイシンクラッチ
ディスクはクッションゴムを採用、振動や騒音を低減させ、熱や摩耗にも
耐えられる特長。※クラッチセンターリング工具が必要

JA11前期、車体番号100001〜156432用。ディスク、カバー、レリーズベ
アリング３点セット。ディスクはクッションゴムを採用し、振動、騒音、
熱、摩耗にも強い。※クラッチセンターリング工具が必要

JA11後期用 【アイシン】クラッチセット

アイシン クラッチセット JA12/JA22用

商品番号 ： 2007
通常販売価格 ： 20,843円

商品番号 ： 2008
通常販売価格 ： 20,843円

消費税込 ：

消費税込 ：

15,228円 ・・・ 送料込

15,228円 ・・・ 送料込

JA11後期、車体番号156433〜用。ディスク、カバー、レリーズベアリン
グの３点セット。ディスクはクッションゴムを採用、振動、騒音、熱、摩
耗にも強い。※クラッチセンターリング工具が必要

ディスク、カバー、レリーズベアリングの３点セット。ディスクはクッシ
ョンゴムを採用、振動、騒音、熱、摩耗にも強い。※クラッチセンターリ
ング工具が必要

JB23用 【アイシン】クラッチセット

純正同等品 クラッチパイロットベアリング

商品番号 ： 2010
通常販売価格 ： 13,271円

商品番号 ： 6000llbcm
通常販売価格 ： 725円

消費税込 ：

消費税込 ：

13,271円 ・・・ 送料込

745円 ・・・ 送料別

ディスク、カバー、レリーズベアリングの３点セット。アイシンクラッチ
ディスクはクッションゴムを採用、振動や騒音を低減させ、熱や摩耗にも
耐えられる特長。※クラッチセンターリング用工具が必要

クラッチパイロットベアリングこの商品はスズキ純正品の同等品です。消
耗品ですので、クラッチの交換時に一緒に換える事をお勧めいたします。
取付可能車種：JA11/JA12/22/JB23

EXEDY クラッチ 用 ベアリング JB23 1-4型用
FCR48-39-6/2E

送料無料 EXEDY 強化クラッチカバー
【SC07T】 SJ30 SJ40 JA71 JA11 JA12 JA22

商品番号 ： fcr483962e
通常販売価格 ： 3,381円

商品番号 ： sc07t
通常販売価格 ： 25,935円

消費税込 ：

消費税込 ：

3,478円 ・・・ 送料別

「エクセディ」のクラッチカバーSZC544UとクラッチディスクSZD048U
を取付ける際に必要なベアリングになります。ベアリングについてベアリ
ングや等速ジョイントなど世界的な精密機器メーカーのNTNのレリーズベ
アリングになります。取付可能車種：JB23
1/2/3/4型(車体番号100001〜400000）※交換にはクラッチセンターリング
ガイドが必要です。

26,676円 ・・・ 送料込

世界が認めたトップブランドエクセディ！1923年創業以来、エクセディ
の技術と品質は国内外の自動車メーカーに高く評価され純正部品として採
用されています。そのクラッチ専門メーカーが誇るテクノロジーの集大成
、それがエクセディレーシングクラッチです。【スポーツクラッチカバー
】圧着力を純正品に対し40％以上アップし、伝達力を向上。プレッシャー
プレートは全てダクタイル材を採用し、全温度レンジでのバースト強度の
向上を図っています。●適応車種：SJ30/SJ40/JA71/JA11/JA12/JA22※交
換には特殊工具が必要です。（クラッチセンターリング ガイド
税込5.250円）

ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイ-プロダクツ）
〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫舘3丁目5-20
TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902

送料無料 EXEDY 強化クラッチディスク
【SD07H】 JA11(車体番号156433〜） JA12
JA22W

送料無料 EXEDY 強化クラッチディスク
【SD07T】 JA11(車体番号156433〜） JA12
JA22W

商品番号 ： sd07h
通常販売価格 ： 22,470円

商品番号 ： sd07t
通常販売価格 ： 28,140円

消費税込 ：

消費税込 ：

23,112円 ・・・ 送料込

28,944円 ・・・ 送料込

世界が認めたトップブランドエクセディ！1923年創業以来、エクセディ
の技術と品質は国内外の自動車メーカーに高く評価され純正部品として採
用されています。そのクラッチ専門メーカーが誇るテクノロジーの集大成
、それがエクセディレーシングクラッチです。【スポーツクラッチディス
ク（ウルトラファイバー）】新開発のアスベストフリーフェーシング材の
採用で、他に類を見ない耐熱性と高バースト強度を誇り、ダイレクトな操
作感とオルガニック材ならではの半クラッチフィーリングにすぐれていま
す。●適応車種:JA11(車体番号156433〜）/JA12/JA22W※交換には特殊工
具が必要です。（クラッチセンターリング ガイド 税込5.250円）

世界が認めたトップブランドエクセディ！1923年創業以来、エクセディ
の技術と品質は国内外の自動車メーカーに高く評価され純正部品として採
用されています。そのクラッチ専門メーカーが誇るテクノロジーの集大成
、それがエクセディレーシングクラッチです。【スポーツクラッチディス
ク（Sメタル）】独自のメタル形状と低比重メタル材
T5001カーボンリッチの採用により軽量化に成功。(純正比10%以上のイナ
ーシャ低減）厚型化による熱容量の向上で、耐熱性を飛躍的に向上させま
した。ストリートから競技ユーザーまで幅広く対応致します。トルク、耐
熱性重視のラリーや、寿命重視のストリートスポーツに適してます。●適
応車種:JA11(車体番号156433〜） JA12
JA22W※交換には特殊工具が必要です。（クラッチセンターリング
ガイド 税込5.250円）

送料無料 EXEDY 強化クラッチディスク
【SD08H】 SJ30 SJ40 JA71
JA11(車体番号100001〜156432)

送料無料 EXEDY 強化クラッチディスク
【SD08T】 SJ30 SJ40 JA71
JA11(車体番号100001〜156432)

商品番号 ： sd08h
通常販売価格 ： 22,470円

商品番号 ： sd08t
通常販売価格 ： 28,140円

消費税込 ：

消費税込 ：

23,112円 ・・・ 送料込

28,944円 ・・・ 送料込

世界が認めたトップブランドエクセディ！1923年創業以来、エクセディ
の技術と品質は国内外の自動車メーカーに高く評価され純正部品として採
用されています。そのクラッチ専門メーカーが誇るテクノロジーの集大成
、それがエクセディレーシングクラッチです。【スポーツクラッチディス
ク（ウルトラファイバー）】新開発のアスベストフリーフェーシング材の
採用で、他に類を見ない耐熱性と高バースト強度を誇り、ダイレクトな操
作感とオルガニック材ならではの半クラッチフィーリングにすぐれていま
す。●適応車種:SJ30/SJ40/JA71/JA11(車体番号100001〜156432)※交換に
は特殊工具が必要です。（クラッチセンターリング ガイド 税込5.250円）

世界が認めたトップブランドエクセディ！1923年創業以来、エクセディ
の技術と品質は国内外の自動車メーカーに高く評価され純正部品として採
用されています。そのクラッチ専門メーカーが誇るテクノロジーの集大成
、それがエクセディレーシングクラッチです。【スポーツクラッチディス
ク（Sメタル）】独自のメタル形状と低比重メタル材
T5001カーボンリッチの採用により軽量化に成功。(純正比10%以上のイナ
ーシャ低減）厚型化による熱容量の向上で、耐熱性を飛躍的に向上させま
した。ストリートから競技ユーザーまで幅広く対応致します。トルク、耐
熱性重視のラリーや、寿命重視のストリートスポーツに適してます。●適
応車種:SJ30/SJ40/JA71/JA11(車体番号100001〜156432)※交換には特殊
工具が必要です。（クラッチセンターリング ガイド 税込5.250円）

EXEDY クラッチカバー SZC544U JB23
1-4型(車体番号100001〜400000）

EXEDY クラッチディスク SZD048U JB23
1-4型(車体番号100001〜400000）

商品番号 ： szc544u
通常販売価格 ： 9,445円

商品番号 ： szd048u
通常販売価格 ： 5,250円

消費税込 ：

消費税込 ：

9,612円 ・・・ 送料別

自動車のマニュアルクラッチやトルクコンパータなど、駆動系装置を開発
から生産まで一貫して行う専用メーカー「エクセディ」。高い技術力と細
やかな対応でエクセディは魅力あるグローバル企業として成長し続け、摩
擦・振動・流体に特化した独自のコア技術によりエクセディの製品とその
技術は世界で認められてます。国内外の自動車メーカーの純正部品として
採用されています。中でも、主力製品として拡大しているクラッチカバー
です。取付可能車種：JB23
1/2/3/4型(車体番号100001〜400000）※交換にはクラッチセンターリング
ガイドが必要です。

5,400円 ・・・ 送料別

自動車のマニュアルクラッチやトルクコンパータなど、駆動系装置を開発
から生産まで一貫して行う専用メーカー「エクセディ」。高い技術力と細
やかな対応でエクセディは魅力あるグローバル企業として成長し続け、摩
擦・振動・流体に特化した独自のコア技術によりエクセディの製品とその
技術は世界で認められてます。国内外の自動車メーカーの純正部品として
採用されています。中でも、主力製品として拡大しているクラッチディス
クです。取付可能車種：JB23
1/2/3/4型(車体番号100001〜400000）※交換にはクラッチセンターリング
ガイドが必要です。

ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイ-プロダクツ）
〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫舘3丁目5-20
TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902

