
MIKI MONTHLY 　　取り扱い商品のご案内

今月のおすすめ商品、お買い得商品が満載！必見40点以上のセレクトアイテム！

通常より大変お得な期間限定のMIKIマンスリー！是非、お見逃しなく、この機会をご活用下さい。

マスターシリンダー、スモールタンク (プラ

スチックキャップ) Girling 5/8" or 0.70" or

3/4"

\22,000本体価格(税抜）
英国車に多く使用されているGirling製ブ
レーキ&クラッチマスターシリンダーです。
アウトプットサイズ ： 3/8"
取付けボルトピッチ : 57mm
リザーバータンクサイズ : 44mm外径

マスターシリンダー、リザーブタンク無し

Girling 5/8" or 0.70" or 3/4"

\22,000本体価格(税抜）
英国車に多く使用されているGirling製ブ
レーキ&クラッチマスターシリンダーです。
インプットサイズ ： 7/16"
アウトプットサイズ ： 3/8"
取付けボルトピッチ : 57mm

マスターシリンダー、ラージタンク (アルミ

キャップ) Girling 5/8" or 0.70" or 3/4"

\35,000本体価格(税抜）
英国車に多く使用されているGirling製

ブレーキ&クラッチマスターシリンダーです。

アウトプットサイズ ： 3/8"

取付けボルトピッチ : 57mm

リザーバータンクサイズ : 61mm外径

クラッチリリースシリンダー、7/8"、

ロータスエラン

\20,000本体価格(税抜）
英国製アフター品のアルミ製リリースシリン

ダーです。オリジナルGirling製にはリペアキット

のご用意もあります。同時交換推奨パーツとし

ては、取付け用サークリップ、リターンスプリン

グ、クラッチマスターです。

クラッチリリースシリンダー、エリーゼ

S1-2 K-series/エクシージS1/340R/MGF

\14,000本体価格(税抜）
純正OEM品のクラッチリリーズシリンダー
です。クラッチマスターより交換頻度が高
いので入庫の際は必ずチェックしてみて
下さい。リペアキットもご用意しておりま
す。

クラッチリリースシリンダー 7/8"、

アルミ製、エスプリ S1-3 NA、

トップマウント

\18,000本体価格(税抜）
英国製アフター品のアルミ製リリース
シリンダーです。現在、Girling製(オリジナ
ル)は入手困難となっております。
主な適合 : エスプリ S1-3 '75>'85MY NA
モデル

クラッチリリースシリンダー、Aftermarket、

S&MIDGET 948-1098cc

\5,600本体価格(税抜）
英国製アフター品のクラッチリリースシリ
ンダーです。オリジナルのリペアキットが
使用できませんが、その分純正品よりお
求め易い価格となっております。

クラッチリリースシリンダー、Aftermarket、

S&MIDGET 1275cc

\9,000本体価格(税抜）
英国製アフター品のクラッチリリースシリ
ンダーです。オリジナルのリペアキットが
使用できませんが、その分純正品よりお
求め易い価格となっております。

クラッチリリースシリンダー、Aftermarket、

MGB/MGA

\8,000本体価格(税抜）
英国製アフター品のクラッチリリースシリ
ンダーです。オリジナルのリペアキットが
使用できませんが、その分純正品よりお
求め易い価格となっております。

クラッチリリースシリンダー、95mm ロン

グ、MK2/E-type S1-3/Daim 2.5 V8/S-

type/420

\15,000本体価格(税抜）
適合はジャガーMK2/E-type S1-3/Daim
2.5 V8/S-type/420と幅広い車種に使用
しています。種類としてシリンダー全長
80mmの物がございますので必ず現車ご
確認ください。
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オイルフィルター(カートリッジ)、ロータス

純正、ロータスツインカムエンジン

\4,000本体価格(税抜）
適合：ロータスTCエンジン
ロータスツインカムエンジン用純正オイル
フィルターです。こだわりあるオーナー様
も多いはずです。(現在供給のある純正
品はLOTUSロゴありません。)

オイルフィルター、OEM品、ショート

（95mm高）.ロータスエスプリ 全車種

\3,500本体価格(税抜）
適合：ロータスエスプリ
ESPRIT用のOEMオイルフィルターは現
在の純正品(110mm高)に比べ15mm短
く、取付け、交換し易いと大好評です。

PIPER-X、トランペットソック、

エアフィルター､115mm、WEBER DCOE

\6,000本体価格(税抜）
もっともポピュラーなPiper-製エアフィル
ター。キャブのファンネルに直接かぶせ
るソックスフィルターです。ウェーバーに
最適です。1袋2個入り(キャブ一基分の
数量となります。）

サーモスタット、82℃、フォード/ロータス/

スプライト＆ミジェット/MGA/MGB/TR/

モーリス

\1,250本体価格(税抜）
高品質なWAXSTAT製のサーモスタット。
適合はLOTUS TWIN CAM/KENT/BD/
Aタイプ/Bタイプエンジンと幅広い車種で
共用品です。

サーモスタット、88℃、エリーゼ S1-2 

(K)、エクシージ S1

\2,000本体価格(税抜）
ローバーK-seriesエンジン用サーモス
タット。主な適合は、ロータスエリーゼ、エ
キシージ、ケーターハム7、MGF等です。
別途サーモスタットOリング、ハウジング
用Oリングも同時交換推奨パーツです。

ワイパーブレード、ロータスエスプリ

(V8を除く全車種)

\9,000本体価格(税抜）
適合:ロータス エスプリ　全車(V8を除く）
特殊なサイズの為、なかなか見つからな
いエスプリ用のワイパーブレード、
車検には欠かせないパーツです。

ワイパーブレード、400mmロング、

ロータスヨーロッパ

\4,800本体価格(税抜）
適合:ロータスヨーロッパ
本格的な雨のシーズン到来！車検や法
定点検等で入庫させれるお車は必ずと
いっていいほど必須交換アイテムです。
1～2本が1台分の数量となります。

ワイパーブレード"SYNDICATE".

エリーゼ S2 (T)-3、エクシージ S2、エクシージ 

V6、ヨーロッパ S

\3,500本体価格(税抜）
適合： エリーゼ S2 (T)-3、エクシージ S2、

　　　　エクシージ V6、ヨーロッパ S

現行モデルまで幅広い年式のLOTUSに
使用されているワイパーブレード。これか
らの時期には欠かせないパーツです。

ウォッシャーポンプ、マニュアル (汎用品)

\5,800本体価格(税抜）
手動式のウォッシャーポンプ。ビンテージ
カーにはこのタイプのウォッシャーポンプ
が良く似合います。別途ウォッシャーホー
スもご用意しております。

電動式ウォッシャーポンプ (汎用品)

\3,000本体価格(税抜）
汎用の電動ウォッシャーポンプ。幅広い
車種にご使用いただけます。
別途ウォッシャーホースもご用意しており
ます。
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汎用ウォッシャーチューブ 内径4mm 外径

6mm グリーン 4m

\1,200本体価格(税抜）
ウォッシャー用ビニ－ルチューブです。古
い車に新たにウィンドウウォッシャーを取
付することは珍しくありません。
ストックしておくと便利です。
※1ヶで4mあります

フューエルタンク、アルミ、ロータスエラン

(ロード用)

\98,000本体価格(税抜）
英国製リプレイスメントタイプのアルミの
フューエルタンクです。お車の軽量化を
目的、又は経年劣化を考慮して、交換を
検討してみてはいかがでしょうか? フュー
エルセンダーユニットも同時交換推奨。

フューエルタンク、左右セット、アルミ、

センダーユニット付属、ヨーロッパ TC-SP

\192,000本体価格(税抜）
英国製、アルミのフューエルタンクの左
右セット。年式的にも錆や劣化が考えら
れます。画像は左側(センダーユニット付
属)のみの参考画像ですのでご注意下さ
い。

英国製"SMITHS"ロゴ、水温計、52mm径

機械式/ブラック

スケール

\24,000本体価格(税抜）
英国車メーターの代名詞「SMITHS」その
商標権を受け継いだ英国計器メーカー
製です。
直径 : 52mm / ブルゾン管 : 2m
表示 : 40℃～140ﾟC

英国製"SMITHS"ロゴ、電圧計、52mm径

電気式/ブラックスケール

\9,800本体価格(税抜）
英国車メーターの代名詞「SMITHS」その
商標権を受け継いだ英国計器メーカー
製です。
直径 : 52mm
表示 :11-13-15

LSDユニット、QUAIFE、S&MIDGET 948

-1275cc (10スプライン用)

\165,000本体価格(税抜）
英国QUAIFE(クワイフ)製、ATBヘリカル
ギアLSDはギアの噛み合いによって効果
を発揮します。効きもマイルドなので街乗
りでもサーキット用としてもお勧めできる
仕様です。(ドライブシャフト10スプライン)

LSDユニット、QUAIFE、イングリッシュ

フォードアクスル、エラン

\150,000本体価格(税抜）
英国QUAIFE(クワイフ)製、ATBヘリカル
ギアLSDはギアの噛み合いによって効果
を発揮します。効きもマイルドなので街乗
りでもサーキット用としてもお勧めできる
仕様です。

LSDユニット、QUAIFE、ケーターハム

S3クラシック、マリーナ(Live)アクスル

\165,000本体価格(税抜）
英国QUAIFE(クワイフ)製、ATBヘリカル
ギアLSDはギアの噛み合いによって効果
を発揮します。効きもマイルドなので街乗
りでもサーキット用としてもお勧めできる
仕様です。(TR GT6共用です。)

LSDユニット、QUAIFE、ケーターハム

De-Dionアクスル

\165,000本体価格(税抜）
英国QUAIFE(クワイフ)製、ATBヘリカル
ギアLSDはギアの噛み合いによって効果
を発揮します。効きもマイルドなので街乗
りでもサーキット用としてもお勧めできる
仕様です。

プレートタイプLSDユニット、TRAN-X、

De-Dionアクスル

\170,000本体価格(税抜）
英国TRAN-X(トラン-X)製、クラッチタイプ
のLSDです。ジムカーナ、レース用など、
競技車両向けの仕様となります。
仕様 ランプアングル : 35/35 & 45/45、
プレロード 25-35LBS
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クイックリリース、ステアリングボス & コラ

ムシャフト (トラックレース用)、

S3/SV/CSR/ジネッタG4/G12等

\46,000本体価格(税抜）
ケーターハム純正オプションパーツのQR
ステアリングシャフトとボス。ステアリング
とは3本ビスで固定されます。MOMOや
RACETECH製の小径ステアリングとの
セットアップをオススメします。

ステアリング、MOMO モデル11、

サイズ: 260mm、材質:スエード

\38,000本体価格(税抜）
サイズ: 260mm (外径)

グリップ: スエード (バックスキン)

スポーク: ブラック

ステアリングボスと一緒にご検討下さい。

(セットアップには穴あけ加工が必要です。)

ステアリング、MOMO モデル11、

サイズ:280mm、材質:スエード

\38,000本体価格(税抜）
サイズ: 280mm (外径)

グリップ: レザー

スポーク: ブラック

ステアリングボスと一緒にご検討下さい。

(セットアップには穴あけ加工が必要です。)

ステアリング、MOMO モデル12、

サイズ: 260mm、材質:スエード

\38,000本体価格(税抜）
サイズ: 260mm (外径)

グリップ: スエード (バックスキン)

スポーク: ブラック

ステアリングボスと一緒にご検討下さい。

(セットアップには穴あけ加工が必要です。)

ステアリング、MOMO モデル26、

サイズ: 260mm、材質:スエード

\38,000本体価格(税抜）
サイズ: 260mm (外径)

グリップ: スエード (バックスキン)

スポーク: ブラック

ステアリングボスと一緒にご検討下さい。

(セットアップには穴あけ加工が必要です。)

ステアリング、MOMO モデル26、

サイズ:280mm、材質:スエード

\38,000本体価格(税抜）
サイズ: 280mm (外径)

グリップ: スエード (バックスキン)

スポーク: ブラック

ステアリングボスと一緒にご検討下さい。

(セットアップには穴あけ加工が必要です。)

ステアリング、MOMO モデル26、

サイズ:260mm、材質:レザー

\38,000本体価格(税抜）
サイズ: 260mm (外径)

グリップ: レザー

スポーク: ブラック

ステアリングボスと一緒にご検討下さい。

(セットアップには穴あけ加工が必要です。)

ステアリング、MOMO モデル27C、

サイズ: 270mm、材質:スエード

\38,000本体価格(税抜）
サイズ: 2700mm (外径)

グリップ: スエード (バックスキン)

スポーク: ブラック

ステアリングボスと一緒にご検討下さい。

(セットアップには穴あけ加工が必要です。)

ビンテージスタイル2点式、シートベルト

(ショート)

\7,500本体価格(税抜）
クラシカルバックルを使用します2点式
シートベルト。ベルトはブラックです。ロン
グタイプは調整できないほうの長さは
53cmとなります。

シートベルト、3点式

(ELR機能付き巻き取り）、ブラック

\11,500本体価格(税抜）
車検には欠かせない、汎用の巻き取り式
3点式シートベルト。ベルト色はブラック、
ELR(ショック時のロック機能)付きです。
巻き取り装置はアジャスト可能タイプ(角
度調整可能)です。
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インテリアランプ(汎用）

\4,200本体価格(税抜）
適合：MGB、スプライト＆ミジェット、
ADO16、エラン、ヨーロッパ等
メッキカバーの汎用のインテリアランプ。
幅広い車種にご使用いただけます。

LUCAS製ナンバープレートランプ、

ハイクオリティ、クローム

(メタルカバー + ガラスレンズ)

\8,500本体価格(税抜）
適合：スプライト＆ミジェット、MGB、
　　　　TR2-TR3等
幅広い車種に使用されているナンバープ
レートランプです。LUCASロゴはありませ
んが、品質の高い商品です。

スターターソレノイドスイッチ

(プッシュタイプ）、エンジンルーム

\6,500本体価格(税抜）
適合：　MGB、スプライト＆ミジェット、
　　　　　TR2-3、ジャガー MK2/Eタイプ等
エンジンルーム内のスターターソレノイド
スイッチです。プッシュボタン式。様々な
車種に使用されています。

ODYSSEYドライセルバッテリー、12V、

サイズ(mm)/178Lx86Wx150H

\26,000本体価格(税抜）
CATERHAM純正ﾊﾞｯﾃﾘｰに近いｻｲｽﾞ
SIZE:長さ 176 x 奥行 86 x 高さ 150 mm
SPEC : 12V / 13.1ah / 5.7kg / 230amp
ﾀｰﾐﾅﾙﾀｲﾌﾟ : M6ﾎﾞﾙﾄﾀｲﾌﾟ(DIN端子可)

バッテリー、12V、VARLEY RED TOP15、

サイズ(mm)/200Lx77Wx137H

\30,000本体価格(税抜）
元々英国にて戦闘機用として開発された
バッテリーのため、厳しい条件下でも最
高水準の性能を提供することが可能で
す。高いクランキングパワーも魅力的な
クラシックカーに適したバッテリーです。

汎用 チョークケーブル 1512mm

\4,500本体価格(税抜）
汎用のチョークケーブルです。樹脂製ノ
ブの先端には"C"マークが入ります。長
めに造られていますので、車種を問わず
使用できる便利な部品です。

ベースボールキャップ、ユニオンジャック

\1,200本体価格(税抜）
�サイズ　:　フリー
�サイズ調整はマジックテープでの調整
になります。

アンブレラ (傘)、折りたたみ、ユニオン

ジャック

\2,000本体価格(税抜）
�サイズ : �使用時直径95cm
�折りたたみ時24cm
納車時のプレゼントなどに最適な折り畳
み傘！

アンブレラ (傘)、ユニオンジャック x 

DUNLOPロゴ

\6,000本体価格(税抜）
�サイズ　:　使用時直径 約122cm��
ダンロップロゴXユニオンジャックのアン
ブレラ。サーキットで目立つこと間違いな
しです！

Ｔシャツ、モーガン29(サイズS / M 有り、

ご指定下さい)

\4,800本体価格(税抜）
サイズ：S/M
MORGAN の限定Tシャツ。
売り切り終了品！S/Mサイズともに残り
わずかとなります。
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