
OGURA 総合カタログ 2008 モノクロ _

ORCクラッチシリーズはクラッチカバーの裏側にシリアルナンバーが入っております。
パーツ御注文の際はこのシリアルナンバーをお知らせ下さい。パーツを御注文いただく際は、クラッチカバーのシリアルNo.をお知らせ下さい（例：EA-001）

ORC  CLUTCH  PARTS  LIST

OGURA 総合カタログ 2008 モノクロ _

カーボン用クラッチカバー カーボン用ハブ カーボン用ディスク単品 カーボン用ミッドプレート 変換キット（O2T用） 変換キット（O4Z用）

ライトクラッチ用カバー Light用プレッシャープレート

レリーズベアリング-A- レリーズベアリング-B- レリーズベアリング-C- スリーブベアリングASSY（例）

250Light用フライホイール 400Light用フライホイール400Light用ディスク250Light用ディスク

カーボン用クラッチカバー カーボン用ハブ カーボン用ディスク単品 カーボン用ミッドプレート 変換キット（O2T用） 変換キット（O4Z用）

ライトクラッチ用カバー Light用プレッシャープレート

レリーズベアリング-A- レリーズベアリング-B- レリーズベアリング-C- スリーブベアリングASSY（例）

250Light用フライホイール 400Light用フライホイール400Light用ディスク250Light用ディスク メタル用クラッチカバー メタル用ダンパー付きディスク メタル用ダンパーレスディスク 静音用プレッシャープレート メタル用プレッシャープレート メタル用ミッドプレート オーバーホールキット

メタル用ハブ メタル用（ハブ）ディスク

メタル用クラッチカバー メタル用ダンパー付きディスク メタル用ダンパーレスディスク 静音用プレッシャープレート メタル用プレッシャープレート メタル用ミッドプレート オーバーホールキット

メタル用ハブ メタル用（ハブ）ディスク

部品詳細 価格（税抜） 価格（税込）
STD プレッシャープレート付きクラッチカバー ASSY ¥70,000 ¥73,500 
HP プレッシャープレート付きクラッチカバー ASSY ¥75,000 ¥78,750 
プレッシャープレート ASSY　※ 1 ¥23,000 ¥24,150 
ディスク ASSY 単品 ¥28,000 ¥29,400 
フライホイール（アルテッツア除く） ¥50,000 ¥52,500 
フライホイール（アルテッツア用） ¥55,000 ¥57,750 
※ベアリング & スリーブ ASSY は純正品（新品）をご使用願います。

※ 1　プレッシャープレートの交換に関しましては、お客様のクラッチカバー ASSY を一旦お預かりさせて頂きます。

ORC
250
Light

250Light
シングル

（ディスク径φ200）

部品詳細 価格（税抜） 価格（税込）
STD プレッシャープレート付きクラッチカバー ASSY ¥70,000 ¥73,500 
HP プレッシャープレート付きクラッチカバー ASSY ¥75,000 ¥78,750 
プル式プレッシャープレート付きクラッチカバー ASSY ¥80,000 ¥84,000 
プレッシャープレート ASSY　※ 1 ¥23,000 ¥24,150 
プル式プレッシャープレート ASSY ¥23,000 ¥24,150 
ディスク ASSY 単品 ¥30,000 ¥31,500 
フライホイール（Z33,S15 除く） ¥50,000 ¥52,500 
フライホイール S15 用 ¥55,000 ¥57,750 
フライホイール Z33 用 ¥60,000 ¥63,000 
変換キット (TT0202 用） ¥40,000 ¥42,000 
変換キット (MZ0102 用） ¥40,000 ¥42,000 
変換キット (MB0101 用） ¥40,000 ¥42,000 
変換キット (SB0101 用） ¥40,000 ¥42,000 
変換キット (SB0102 用） ¥40,000 ¥42,000 
※ベアリング & スリーブ ASSY は純正品（新品）をご使用願います。（変換キットを使用する車両は除きます）

※ 1　プレッシャープレートの交換に関しましては、お客様のクラッチカバー ASSY を一旦お預かりさせて頂きます。

ORC
400
Light

400Light
シングル

（ディスク径φ225）

部品詳細 価格（税抜） 価格（税込）
クラッチカバー ASSY　Φ 245　ORC309CC 全般 ¥38,000 ¥39,900 
プレッシャープレート（STD 品 静音タイプ除く） ¥25,000 ¥26,250 
プレッシャープレート（静音タイプ） ¥26,000 ¥27,300 
カーボンディスク単品（ハブは別途となります） ¥66,000 ¥69,300 
ハブ（309CC 全般） ¥17,000 ¥17,850 
フライホイール（309CC　静音タイプを除く全般） ¥64,000 ¥67,200 
フライホイール（309CC　静音タイプ） ¥67,000 ¥70,350 
※オーバーホールキットの設定はございません。

ORC
309CC

309CC
カーボンシングル
（ディスク径φ200）

部品詳細 価格（税抜） 価格（税込）
クラッチカバー ASSY　Φ 262　ORC409CC 全般 ¥38,000 ¥39,900 
プレッシャープレート（STD 品 静音タイプ除く） ¥25,000 ¥26,250 
プレッシャープレート（静音タイプ） ¥26,000 ¥27,300 
カーボンディスク単品（ハブは別途となります） ¥74,000 ¥77,700 
ハブ（409CC 全般） ¥17,000 ¥17,850 
フライホイール（06N/ 静音タイプ除く　全般） ¥64,000 ¥67,200 
フライホイール（06N 除く　静音タイプ） ¥67,000 ¥70,350 
フライホイール（06N 専用　静音タイプ除く） ¥78,000 ¥81,900 
フライホイール（06N 専用　静音タイプ） ¥82,000 ¥86,100 
専用変換キット（02T 系） ¥45,000 ¥47,250 
専用変換キット（04Z 系） ¥45,000 ¥47,250 
専用変換キット（01M4,M5 系） ¥45,000 ¥47,250 
専用変換キット（01S 系） ¥45,000 ¥47,250 
※オーバーホールキットの設定はございません。

ORC
409CC

409CC
カーボンシングル
（ディスク径φ225）

部品詳細 価格（税抜） 価格（税込）
クラッチカバー ASSY　Φ 245　ORC559CC ¥38,000 ¥39,900 
プル式クラッチカバー ASSY　Φ 245 ¥55,000 ¥57,750 
プレッシャープレート ¥25,000 ¥26,250 
プル式プレッシャープレート ¥25,000 ¥26,250 
ミッドプレート ¥20,000 ¥21,000 
カーボンディスク単品（ハブは別途となります） ¥66,000 ¥69,300 
ハブ（559CC 全般） ¥27,000 ¥28,350 
フライホイール（Z33/V35 除く　全般） ¥64,000 ¥67,200 
フライホイール（Z33/V35 専用） ¥78,000 ¥81,900 
専用変換キット（01N4 系） ¥45,000 ¥47,250 
専用変換キット（02T 系） ¥45,000 ¥47,250 
専用変換キット（04Z 系） ¥45,000 ¥47,250 
専用変換キット（01M4,M5 系） ¥45,000 ¥47,250 
専用変換キット（01S,03 系） ¥45,000 ¥47,250 
※オーバーホールキットの設定はございません。

ORC
559CC

559CC
カーボンツイン

（ディスク径φ200）

部品詳細 価格（税抜） 価格（税込）
ダンパー付オーバーホールキット（309D 全般） ¥42,000 ¥44,100 
静音ダンパー付オーバーホールキット（309DS 全般） ¥43,000 ¥45,150 
クラッチカバー組立　Φ 245　ORC309D 全般 ¥38,000 ¥39,900 
プレッシャープレート（STD 品　静音タイプ除く） ¥23,000 ¥24,150 
プレッシャープレート（静音タイプ） ¥24,000 ¥25,200 
ダンパー付ディスク ASSY ¥28,000 ¥29,400 
フライホイール（309　静音タイプ除く全般） ¥64,000 ¥67,200 
フライホイール（309　静音タイプ） ¥67,000 ¥70,350 

ORC
309

309シリーズ
メタルシングル

（ディスク径φ200）

部品詳細 価格（税抜） 価格（税込）
ダンパー付オーバーホールキット（409D） ¥44,000 ¥46,200 
プル式ダンパー付オーバーホールキット（P409D） ¥44,000 ¥46,200 
ダンパーレスオーバーホールキット（409） ¥41,000 ¥43,050 
静音タイプダンパー付オーバーホールキット（409DS） ¥46,000 ¥48,300 
静音タイプダンパーレスオーバーホールキット（409S） ¥42,000 ¥44,100 
クラッチカバー組立　Φ 262　ORC409D 全般 ¥38,000 ¥39,900 
プル式クラッチカバー組立　Φ 262　ORCP409D ¥55,000 ¥57,750 
プレッシャープレート（STD 品　静音タイプ除く） ¥23,000 ¥24,150 
プレッシャープレート（静音タイプ） ¥24,000 ¥25,200 
ダンパー付ディスク ASSY ¥30,000 ¥31,500 
ダンパーレスディスク ASSY ¥25,000 ¥26,250 
フライホイール（06N/ 静音タイプ除く　全般） ¥64,000 ¥67,200 
フライホイール（06N 除く　静音タイプ） ¥67,000 ¥70,350 
フライホイール（06N 専用　静音タイプ除く） ¥78,000 ¥81,900 
フライホイール（06N 専用　静音タイプ） ¥82,000 ¥86,100 
専用変換キット（02T 系） ¥45,000 ¥47,250 
専用変換キット（04Z 系） ¥45,000 ¥47,250 
専用変換キット（01M4,M5 系） ¥45,000 ¥47,250 
専用変換キット（01S,03 系） ¥45,000 ¥47,250 

ORC
409

409シリーズ
メタルシングル

（ディスク径φ225）

部品詳細 価格（税抜） 価格（税込）
ダンパー付オーバーホールキット（01M4,01M5,01S,03S を除く　全般） ¥83,000 ¥87,150 
プル式ダンパー付オーバーホールキット ¥83,000 ¥87,150 
ダンパーレスオーバーホールキット（01M4,01M5,01S,03S を除く　全般） ¥75,000 ¥78,750 
ダンパーレスオーバーホールキット（01M4,01M5,01S,03S　専用） ¥75,000 ¥78,750 
クラッチカバー組立　Φ 245　ORC559 全般 ¥38,000 ¥39,900 
クラッチカバー組立　Φ 245　ORC659 全般 ¥51,000 ¥53,550 
プル式クラッチカバー組立　Φ 245　ORC559 全般 ¥55,000 ¥57,750 
プレッシャープレート ¥23,000 ¥24,150 
プル式プレッシャープレート ¥23,000 ¥24,150 
ミッドプレート ¥18,000 ¥18,900 
ダンパー付ディスク ASSY ¥30,000 ¥31,500 
ダンパーレスディスク ASSY ¥25,000 ¥26,250 
センターボス ダンパー付き　(01Z/04Z/01M4/01M5) ¥10,000 ¥10,500 
センターボス式ディスク 1 →フライホイル側（対応車種 =01Z/04Z/01M4/01M5) ¥25,000 ¥26,250 
センターボス式ディスク 2 →カバー側（対応車種 =01Z/04Z/01M4/01M5) ¥25,000 ¥26,250 
フライホイール（Z33/V35 除く　全般） ¥64,000 ¥67,200 
フライホイール（Z33/V35 専用） ¥78,000 ¥81,900 
専用変換キット（01N4 系） ¥45,000 ¥47,250 
専用変換キット（02T 系） ¥45,000 ¥47,250 
専用変換キット（04Z 系） ¥45,000 ¥47,250 
専用変換キット（01M4,M5 系） ¥45,000 ¥47,250 
専用変換キット（01S,03 系） ¥45,000 ¥47,250 

ORC
559,659
559,659シリーズ
メタルツイン

（ディスク径φ200）

部品詳細 価格（税抜） 価格（税込）
ダンパー付オーバーホールキット（709D 全般） ¥83,000 ¥87,150 
ダンパーレスオーバーホールキット（709 全般） ¥75,000 ¥78,750 
クラッチカバー組立　Φ 262　ORC709 全般 ¥38,000 ¥39,900 
プレッシャープレート ¥23,000 ¥24,150 
ミッドプレート ¥18,000 ¥18,900 
ダンパー付ディスク ASSY ¥30,000 ¥31,500 
ダンパーレスディスク ASSY ¥25,000 ¥26,250 
フライホイール（06N 除く　全般） ¥64,000 ¥67,200 
フライホイール（06N 専用） ¥78,000 ¥81,900 
専用変換キット（01N4 系） ¥45,000 ¥47,250 
専用変換キット（01T,02T 系） ¥45,000 ¥47,250 

ORC
709

709シリーズ
メタルツイン

（ディスク径φ225）

部品詳細 価格（税抜） 価格（税込）
1000F オーバーホールキット ¥104,000 ¥109,200 
クラッチカバー組立　Φ 245　ORC1000F 全般 ¥38,000 ¥39,900 
クラッチカバー組立　Φ 245　ORC1000F-SPL 全般 ¥51,000 ¥53,550 
プル式クラッチカバー組立　Φ 245　ORC1000F 全般 ¥55,000 ¥57,750 
プレッシャープレート (SPL 含む） ¥23,000 ¥24,150 
プル式プレッシャープレート ¥23,000 ¥24,150 
ミッドプレート ¥18,000 ¥18,900 
フリードライブハブ ¥17,000 ¥17,850 
ドライブハブディスク ¥22,000 ¥23,100 
フライホイール（1000F 全般） ¥64,000 ¥67,200 
専用変換キット（01N4 系） ¥45,000 ¥47,250 
専用変換キット（01T,02T 系） ¥45,000 ¥47,250 
専用変換キット（04Z 系） ¥45,000 ¥47,250 

ORC
1000F,
1000F-SPL

1000Fシリーズ
メタルトリプル

（ディスク径φ200）



OGURA 総合カタログ 2008 モノクロ _

ORCクラッチシリーズはクラッチカバーの裏側にシリアルナンバーが入っております。
パーツ御注文の際はこのシリアルナンバーをお知らせ下さい。パーツを御注文いただく際は、クラッチカバーのシリアルNo.をお知らせ下さい（例：EA-001）

ORC  CLUTCH  PARTS  LIST

Xmm

S15

S14,PS13,RPS13
###R34,33,32,31

S13,RS13

Z32

クラッチチューブ

銅ワッシャー

クラッチホース

クラッチホース、チューブ固定ブラケット

バンジョウボルト

ダストカバー
ミッションフロントカバーAssy

レリーズフォーク

ミッションフロントカバーガスケット
スプリング（スリーブ側）
スプリング（レリーズフォーク側）
レリーズシリンダーAssy

日産純正
パーツ
情報

                   - 18mm〜20mm 16mm〜18mm
12mm〜14mm 20mm〜22mm 14mm〜16mm

※他にレリーズベアリング（30502-14601）/レリーズスリーブ
　（クラッチスリーブ寸法目安表及びクラッチスリーブ日産純正部品番号一覧表参考）が
必要です。

                   -                    - 16mm〜18mm
                   -                    - 18mm〜20mm

2000 1000C 709/709D/609 
クラッチスリーブ寸法目安表

                   - 20mm〜22mm 18mm〜20mm 

30501-N1604 14mm 30501-K0404 24mm
30501-A3804 12mm 30501-S0164 22mm

※当社が取付確認を行った時に使用したスリーブです。参考にして
下さい。ただし、車両個体差が考えられますので必ず現車での寸
法確認を行って下さい。

30501-02C74 16mm 30501-K0514 26mm
30501-S0284 18mm 30501-1C104 28mm

部品番号 寸法 部品番号 寸法
クラッチスリーブ日産純正部品番号一覧表

30501-B6064 20mm 30501-N8474 30mm 

※ER34はクラッチチューブ及びクラッチホース、チューブ固定ブラケットは不要です。
　（注）取付、取り外しについては、取扱説明書参照の上、確実に行って下さい。

品名 ER34・BCNR33・WGNC34 BNR32後期（H5年2月以降）

ER34・BCNR33・BNR32後期用 プル→プッシュ作動変換パーツ 日産純正部品一覧表

 1 30850-17U10 1 30850-04U00
 1 46211-79910 1 30855-05U00

 1 30635-15U00 1 30635-01U00
 1 46237-A4600 2 46237-A4600
   1 46356-0E000

 1 30542-31G10 1 30542-31G10
 1 30531-01S00 1 30531-01S00

 1 32110-05U11 1 32110-05U11
 1 32112-05U12 1 32112-05U12
 1 30514-14600 1 30514-14600

 1 30620-21U01 1 30620-21U01
 1 30534-E9000 1 30534-E9000

共通部品

※1スリーブ＆ベアリングASSYは車種別となります。ご注文の際は、ご使用のクラッチと車種をお知らせ下さい。
※2コネクトシャフトの交換に関しましては、専用治具が必要となる為、お客様のクラッチをお預かりさせていただきます。
※3カバーボルトの締付トルクは4.0kgfmです。緩み止め剤はLOCKTITE242を推奨いたします。

部品詳細 税抜 税込
レリーズベアリング A タイプ（ベアリング単体）サイズ（外径）=67.1mm ￥ 3,000  ￥ 3,150
レリーズベアリング B タイプ（ベアリング単体）サイズ（外径）=74.1mm ￥ 4,800  ￥ 5,040
レリーズベアリング C タイプ（ベアリング単体）サイズ（外径）=81.4mm ￥ 4,800  ￥ 5,040
スリーブ & ベアリング ASSY  ※ 1 ￥ 16,000  ￥ 16,800
コネクトシャフト （9 本 /1 台分）※ 2 ￥ 3,000 （1 本） ￥ 3,150 （1 本）
クラッチカバー固定ボルト （9 本 /1 台分　M8*10*16 ワッシャー付）※ 3 ￥ 100 （1 本） ￥ 105 （1 本）
静音タイプ専用 コイルスプリング（6 本 /1 台分　SET） ￥ 3,000 （6 本） ￥ 3,150 （6 本）

センター
バー

適合型式 税抜 税込
MAZDA/MITSUBISHI 用 FC3S,FD3S, 及び CN9A,CP9A,CT9A ￥ 6,000  ￥ 6,300
NISSAN 用 NISSAN 全車種 ￥ 6,000  ￥ 6,300
TOYOTA 用 1JZ 及び 3S-GTE,3S-GE（SXE10） ￥ 6,000  ￥ 6,300

適合型式 税抜 税込
MAZDA・FD3S 用  ￥ 3,500  ￥ 3,675
NISSAN・R32,R33,R34,PS13,S14,S15 用 ￥ 3,500  ￥ 3,675

調整式
プッシュ
ロッド

ORC クラッチディスクのスプライン嵌め合い部
ORC 変換キット摺動部　
クラッチ作動部品の摺動部　その他摺動部全般

合成油に固形潤滑剤と特殊複合剤を配合したグリースです。固形潤滑の依存度を少なくし、油脂潤滑の依存度を高めています。
揮発し難く、潤滑性に優れ、微振動・高荷重・衝撃荷重による、かじり・摩耗を防ぎます。

内容量 税抜 税込
10g  ￥ 1,000  ￥ 1,050ORC

クラッチ
グリース

用途


