
品番
(PART NUMBER)

適合
(APPLICATION)

日本語 **************2p

English **************5p

●この取扱説明書を良く読んでからお使いください
●日産自動車の発行する整備要領書と併せてお使いください
●取り付け後も大切に保管してください
●販売店様で取り付けをされる場合は本書を必ずお客様へお渡しください

TOMEI 製品のお買い上げありがとうございます。
当製品は、ケース本体より設計値を見直すことで高性能化した、チューニングエンジン専用オイルポンプです。

・大径ポンプギアにより吐出量、吐出圧の向上
・ポンプギア材質にSCM435クロモリ材を採用し、高強度と耐久性を実現
・オイルポンプのリリーフ圧調整が可能
・オイルクーラー取り出し口を設定

●Read this manual carefully prior to the installation.
●Refer to the Nissan official Service Manual along with this Manual.
●Keep this manual for future reference after the installation has been completed.
●Give this manual to the owner when the installation was performed by another person or a shop. 

Congratulations on your purchase of the quality TOMEI product.
This oil pump is a high performance pump that is specially redesigned from the outer case for 
a highly tuned engine.

・The flow pressure and volume is much higher than the stock Pump due to the larger gear.  
・SCM435 Chromoly material was chosen for the Oil Pumps Gear due to its high strength 
  and durability.  
・Oil relieve pressure can be adjusted to best suit each engine tuning / condition.
・Equipped with oil cooler ports.
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下記の内容/数量が揃っているかを確認してください。 ( )内は同梱の数量です。

■本品は自動車競技専用部品です。サーキットや公道から閉鎖された場所内に限って使用してください。
一般公道で使用すると車両本来の安全性が失われ危険です。また、法律で罰せられます。

■本品の取り付けは特別の訓練を受けた整備士が、設備の整った作業場で実施してください。

■取り付けの際は、適切な工具、保護具を使用しないと、けがにつながり危険です。

■必ず日産自動車の発行する整備要領書の指示に従い脱着を行ってください。

■指定したエンジン以外への取り付けはできません。指定したエンジン以外に取り付けると各部が適合せず、   
本品、およびエンジン本体を破損します。

■本品は高回転、高出力に対応する強度を十分確保していますが、本品、および他の部品に関わる負荷は、  
エンジンの運転条件や各部品の組み付け、調整状態により変化します。
性能の追求については綿密な計画と、精度の高い組み付け調整を行ってください。

■本品の取り付けはエンジン及びエンジンルーム内が冷えた状態で行ってください。

■部品の脱着の際には無理に力を加えないでください。部品を破損する恐れがあります。

■各ボルトはトルクレンチを用いて、指定されたトルクで締め付けてください。トルクを守らないとボルトが緩んだり
破損する恐れがあります。

構成部品

取り付けに必要な工具類

・エンジン整備用工具一式

・トルクレンチ

・整備要領書

注意

・オイルポンプガスケット

（日産純正部品：15066-H1001）

・オイルフィルター

（日産純正部品：AY100-NS5007など）

・オイルクーラー用フィッティング

（ANオス-M18-P1.5)

・オイルクーラーおよびオイルライン

オイルポンプ本体 (1)

レギュレーターシム (2)

オイルシール (1)

※出荷時は本体に取付済

予備ワッシャー(1)

ボルト (3)
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純正オイルポンプの取り外し、およびエンジン始動までの行程については整備要領書に従って作業してください。

■ エンジンオイル量、及びオイルの漏れ、にじみは運転前に必ず点検してください。
エンジンオイルが不足すると本品及び、エンジン本体を破損します。

■ オイルポンプ吐出量の増加に伴い、使用中のオイル管理を十分に行ってください。

油圧の調整はレギュレータープラグ内の部品の構成を変更することで実施できます。
仕様にあわせて調整を行ってください。

1. 装着

注意

2. 油圧の調整

※出荷時はダブルスプリング

レギュレータープラグ用ワッシャー

調整時、要新品交換（再使用不可）

【締付トルク】

44 N·m (4.5 kgf-m, 32.5ft-lb)

※出荷時は1枚組み込み済

仕様にあわせて付属のシムで枚数を調整してください。

オイルポンプガスケット

（日産純正部品：15066-H1001）

オイルフィルター

（日産純正部品：AY100-NS5007など）

装着に使用するボルトは必ず付属のボ

ルトを使用してください。

オイルクーラー配管および油圧センサー

などの取り付けも行ってください。

締め付けトルク ：

17.7 N·m (1.8 kgf-m, 13.0 ft-lb)

オイルフィルターの取り付けは、オイルを

充てんの後に行ってください。
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オイルポンプを分解し洗浄する際は、取り外す前に必ずギヤの位置関係をマーキングして作業を行ってください。
戻す際は必ずギヤの位置関係が分解前と同一の位置になる様にしてください。

オイル ： WAKO'S  4CR-40SR (SAE 5W-40)
オイルフィルター ： 日産純正部品AY100-NS007
測定油温 ： 80℃

※上記データは参考です。使用されるオイル、環境により数値は異なります。
※外気温によって油圧には差が生じます。

・ギヤ厚 ： 20ｍｍ
・取り出し口（油圧計用） ： PT1/8
・取り出し口（オイルクーラー用）： M18-P1.5

下記は補修部品としてご用意しています。
取り外や調整にともない、交換しなければならない場合は下記の品番でご注文ください。

+シム1枚 +シム2枚

7500 608 628 647

※出荷時

回転数

647
7000 608

rpm

628 647

レギュレータープラグ用ワッシャー

品番：191184

オイルポンプカバー用オイルシール

品番：191301

ダブルスプリング ダブルスプリング ダブルスプリング

油圧
(Kpa)

3500 539 549 588
6500 608 628

3. 分解

マーキング

【締付トルク】

7.8 N·m (0.8 kgf-m, 5.8ft-lb)

洗浄後、戻す際は蓋側をヒートガン等

で温めて組み立てを行ってください。

オイルシールは再使用できません。

必ず新品と交換してください。

【油圧参考データ】

補修部品

仕様
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This kit includes below contents. Quantity of each item are noted in brackets ().

■This product is designed to be used for off road competition purposes only.

■This product must be installed by a qualified professional at a fully equipped workshop.

■Wear proper protections and use proper tools to avoid any human injury or engine failure during the installation.

■Refer to the vehicles original workshop service manual when disassembling the engine.

 ■This product was specifically designed to be application specific. This is not a universal product.
If installed on any other vehicles/engines, this product may sustain damage and/or cause engine failure.

■ Designed specifically for performance use. All other parts will need to be checked during assembly to ensure that
everything is in excellent condition or it can lead to an engine failure up on outputting increased performance.
Meticulous attention to detail & precision assembly is a must for maximum longevity & durability.
This installation is performed on the vital component that requires a precise job. 
Any errors made during the installation can cause a serious damage(s) to the related components.

■Do not operate the installation during the engine / exhaust components are hot.

■Do not use excessive force when removing and installing parts. As this may cause damage to the parts and related 
components. 

■Tighten each bolt with the torque specified using a torque wrench to prevent them from coming loose or causing
 damage(s) to the engine. 

KIT CONTENTS

REQUIRED TOOLS AND SHORT PARTS

・General Engine Maintenance Tools 

・Torque Wrench 

・Workshop Service Manual

CAUTION

・Oil Pump Gasket

（Nissan genuine parts：15066-H1001）

・Oil Filter

（Nissan genuine parts ：AY100-NS5007 etc.）

・Fittings for Oil Cooler

（AN Male-M18-P1.5)

・Oil Cooler Core and Oil Lines

Oil Pump (1)

Regulator Shim (2)

Oil Seal (1)

※Built in the oil pump body from factory.

Regulator Plug Washer

※spare (1) 

Bolt (3)
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Refer to a workshop service manual for details regarding removal / installation procedures of the oil pump.

■ Before starting a test running, check for any signs of oil leaks from the engine and surrounding area.
If there is insufficient engine oil in the engine, there will be a possible risk of terminal engine failure.

■ Oil management will be critically important due to increased oil capacity, frequently check and change /
 add as necessary.

The Oil Pressure can be adjusted via the external regulator plug.The following illustration will show how it can be done.
Adjust to suit each engine tuning / condition.

1. INSTALLATION

CAUTION

2. OIL PRESSURE ADJUSTMENTS

※Both the primary and secondary

springs are built in from the 

Regulator Plug Seal Washer

Replace with new seal washer every 

time remove the plug.

(Must not be re-used)

【Torque Specs】

44 N·m (4.5 kgf-m, 32.5ft-lb)

※1x shim built in from the factory.

Add or remove the kit-included shims to adjust the spring load.

Oil Pump Gasket
（Nissan genuine parts：15066-H1001）

Oil Filter
（Nissan genuine parts ：AY100-NS5007 etc.）

Use the kit-included plugs.

Complete oil lines for the oil cooler and 

wirings for the oil pressure gauge at this 

point.

Torque Specs：

17.7 N·m (1.8 kgf-m, 13.0 ft-lb)

Oil filter must be mounted AFTER filling 

engine oil to the appropriate level.
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Make markings when disassemble the oil pump such for cleaning.
Make sure to assemble back everything at the original location / combination.

OIL ： WAKO'S  4CR-40SR (SAE 5W-40)
Oil Filter ： Nissan genuine parts AY100-NS007
Measured oil temp ： 80℃

※The data shown above is a reference guide only.
The actual numerical values will vary depending on the type of oil used and the climate conditions at the time.

※Numerical values of oil pressure will vary at times depending on the external ambient temperature.

・Gear Thickness ： 20ｍｍ
・Oil Pressure Gauge Port ： PT1/8
・Oil Cooler Ports ： M18-P1.5

The following repair parts are available to order separately for repair purpose.
This item is required when the oil pump is removed, or when adjustments are made to the oil pressure.

Double Spring Double Spring Double Spring
+ 1 Shim + 2 Shims

※Pre-set
Engine Speed Oil Pressure

rpm (Kpa)
3500 539 549 588
6500 608 628 647
7000 608 628 647

P/N：191184 P/N：191301

7500 608 628 647

Regulator Plug Seal Washer Cover Oil Seal

3. DISASSEMBLING THE OIL PUMP

Marking example

【Torque Specs】

7.8 N·m (0.8 kgf-m, 5.8ft-lb)

Heat the back side when assemble 

back using such as a heat gun.

Oil seal must be replaced every

time disassembled.

【OIL PRESSURE REFERENCE CHART】

REPAIR PARTS

SPECIFICATIONS
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株式会社 東名パワード

〒194-0004 東京都町田市鶴間5-4-27

TEL : ０４２－７９５－８４１１（代）

FAX : ０４２－７９９－７８５１
http://www.tomei-p.co.jp

A型 大容量オイルポンプ 取扱説明書 2021年06月 M16K18-0

OVERSIZED OIL PUMP for NISSAN A INSTALLATION MANUAL 2021.6 M16K18-0

この製品に関わる取り付け、操作上のご相談は上記へお願いします。

営業時間：月～金（祝祭日、年末年始を除く）９：００～１８：００

Please contact your local authorized distributor listed on our website
if you have any questions in regards to the installation / usage of this product. 
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