
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。

オイルフィルター、カン、MAHLE製、

ロータス ヨーロッパ S

\2,000本体価格(税抜）
適合：ロータス ヨーロッパS

マーレー製のオイルフィルター。ロータス専門

店なら在庫しておきましょう。

フロントブレーキパッド、Ferodo DS2500、

エリーゼ、エクシージ (V6除く)

\18,000本体価格(税抜）
適合：エリーゼ、エクシージ (V6除く)

ストリートからサーキットユースまで幅広く対応

します。ダイレクトなフィーリングが魅力の

スポーツパッドです。

リアブレーキパッド、Ferodo DS2500、

エリーゼ、エクシージ(V6除く)

\27,500本体価格(税抜）
適合：エリーゼ、エクシージ (V6除く)

ストリートからサーキットユースまで幅広く対応

します。ダイレクトなフィーリングが魅力の

スポーツパッドです。

フロントブレーキパッドセット、EBC製

グリーン、ロータス エラン、ヨーロッパ、

ケーターハム等

\8,000本体価格(税抜）
適合: エラン、ヨーロッパ、ケータハム等

EBCのグリーンスタッフ、ストリートに最適。

常温～600℃までの温度域で安定した制動力

を発揮します。他にレッド、イエローもご用意

しております。

ブレーキディスク左右セット、フロント、

グルーブド、EBC製、ロータス エラン、

ヨーロッパ、ケーターハム等

\30,000本体価格(税抜）
適合: エラン、ヨーロッパ、ケータハム等
EBC製グルーブドフロントディスク。
価格は2枚セットの価格です。

ブレーキホースセット､エアロクイップ、

track use、ロータス エラン S1-4

\18,000本体価格(税抜）
適合 : ロータス エラン S1-4
コストパフォーマンスに優れたMOCAL製
ステンメッシュブレーキホース。各車種用
にご用意しております。お問い合わせくだ
さい。

ブレーキホースセット､エアロクイップ、

track use、ロータス ヨーロッパ

\18,000本体価格(税抜）
適合 : ロータス ヨーロッパ

コストパフォーマンスに優れたMOCAL製

ステンメッシュブレーキホースのセット。

各車種用にご用意しております。

お問い合わせください。

スロットルケーブル、RHD/LHD 全仕様、

ロータス ヨーロッパ TC-SP

(JAE Racing オリジナル)

\15,000本体価格(税抜）
ヨーロッパ TC-SPのスロットルケーブルはハン

ドル位置、キャブ仕様によって種類があります

が、あらかじめ長めに作った、「JAE Racing」

オリジナルの優れたケーブルです。

(インナー2800mm長です。)

スロットルケーブル、WEBER用、RHD.

ロータス エラン

\14,000本体価格(税抜）
ロータス エラン 右ハンドル車用の

純正スロットルケーブルです。消耗しやすい

パーツなので定期的な交換をお奨め致しす。

(インナーケーブル 620mm長)

PIPER-X、トランペットソックス、

エアフィルター､115mm、WEBER DCOE

\6,000本体価格(税抜）
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。WEBERに最適ですが
汎用としてもご使用いただけます。
1袋2個入り(キャブ一基分）
サイズ : 直径100mm x 全長115mm
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MIKI PREPARATION & Co.
表示価格は全て税抜きです。別途消費税が掛かります。

掲載商品に関するお問い合わせは弊社営業担当者までお願い致します。

商品の仕様、価格等は予告無く変更となる場合がございますのでご了承下さい。
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シフトレバーブーツ、ロータス エラン

\4,500本体価格(税抜）
適合：ロータス エラン
ラバー製のシフトブーツ。経年劣化で
破れやすい部分ですので、早めに交換し
ましょう。

ヒーターコントロールバルブ、

ロータス エラン、ヨーロッパ、TR4-6等

\5,600本体価格(税抜）
適合：ロータス エラン、ヨーロッパ、
　　　　TR4-6等
水回りの補修に合わせて、同時交換推
奨アイテムです。各種ヒーターケーブル
もご用意しております。

ヒーターバルブ、オリジナルタイプ、

Aタイプエンジン

\7,500本体価格(税抜）
適合：ローバーAタイプエンジン
オリジナルタイプのヒーターバルブ。
探している方も多いのでは?
オリジナルと違うのはネックがストレート
になっている点です。

クラッチケーブル、LHD 全モデル、

ロータス ヨーロッパ

\20,000本体価格(税抜）
クラッチが重たい、切れなくなった、
アウターケーブルがぼろぼろなど。
不具合がある場合点検整備の際には
必ずチェックしてみて下さい。
インナーケーブル長 : 2150mm

クラッチケーブル、RHD、ロータス

ヨーロッパ TC-SP

\20,000本体価格(税抜）
クラッチが重たい、切れなくなった、
アウターケーブルがぼろぼろなど。不具
合がある場合点検整備の際には必ず
チェックして見て下さい。
インナーケーブル長 : 2300mm

クラッチケーブル、RHD、FORD T9

シエラギアボックスベース車両

(適合下記参照下さい。)

\10,000本体価格(税抜）
ケーブル仕様 : インナー 1000mm x

                      アウター 800mm

ケーブルエンド形状 : Wナット +　プラスチック

ブラケットタイプ

ジネッタG4/ウェストフィールド/バーキン等

スターターモーター、9歯ピニオンギア、

ロータス エラン、セブン、コルチナ MK1等

\23,000本体価格(税抜）
適合：ロータス エラン、ADO16、

セブンTCエンジン、コルチナMK1等

付属ピニオンギアは9歯となります。

(お車によっては10歯ギアもあります。

別途ピニオンギアのみご用意しております。)

ダイナモユニット、LUCAS製、

エラン S1-3、スプライト＆ミジェット、

MGB、TR2-4A、モーリスマイナー等

\16,000本体価格(税抜）
適合：ロータス エラン、MGB、

スプライト＆ミジェット、トライアンフ、

モーリスマイナー等

幅広い車種に対応するダイナモです。

アルミホイール(センターロック)、

ミニライト、ロータスエラン、

センターロック、5J x 13"

\45,000本体価格(税抜）
適合：ロータス エラン

人気のエラン用ミニライトホイール。

センターロック用です。

サイズは13インチ5Ｊになります。

4穴ボルトタイプもご用意しております。

ABS アキュムレーター、

ロータス エスプリ '88-'92年、S4

\54,600本体価格(税抜）
適合：ロータスエスプリ88-92年、S4

ABSのアキュムレーター。ABS周りは消耗品が

多いので、エスプリの入庫が多い専門店には

在庫しておくことをおすすめします。
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フラッシャーランプ、Lucas L691、

アンバー、シングルフィラメント

\8,000本体価格(税抜）
クラシックカーに良く使用されている、

LUCASランプです。

ランプ仕様 : 82.6mm リム直径

取付け穴サイズ : 34mm

適合車種 : ロータス エラン、ヨーロッパ UK仕

様、モーガン

フラッシャー/ストップランプ、Lucas L691、

レッド、ダブルフィラメント

\8,000本体価格(税抜）
クラシックカーに良く使用されている、

LUCASランプです。

ランプ仕様 : 82.6mm リム直径

取付け穴サイズ : 34mm

適合車種 : ロータス エラン S1 USA仕様

フラッシャーランプ、Lucas L691 、

クリア、ダブルフィラメント

\8,000本体価格(税抜）
クラシックカーに良く使用されている、

LUCASランプです。

ランプ仕様 : 82.6mm リム直径

取付け穴サイズ : 34mm

適合車種 : ロータス エラン、ヨーロッパ 、

オースチン

フラッシャーランプ、Lucas L539、

アンバー、ダブルフィラメント

\11,000本体価格(税抜）
クラシックカーに良く使用されている、

LUCASランプです。

ランプ仕様 : 83mm リム直径

取付け穴サイズ : 33mm

適合車種 : ロータス エラン S1 UK仕様、オー

スチン、ベントレー、ライレー他

フラッシャー/ストップランプ、Lucas L539、

レッド、ダブルフィラメント

\11,000本体価格(税抜）
クラシックカーに良く使用されている、

LUCASランプです。

ランプ仕様 : 83mm リム直径

取付け穴サイズ : 33mm

フラッシャーランプ、Lucas L539 、

クリア、ダブルフィラメント

\11,000本体価格(税抜）
クラシックカーに良く使用されている、

LUCASランプです。

ランプ仕様 : 83mm リム直径

取付け穴サイズ : 33mm

適合車種 : MGA、オースチン、モーリス、

ACブリストル他

フラッシャーランプ、Lucas L551、

アンバー、シングルフィラメント

\18,000本体価格(税抜）
クラシックカーに良く使用されている、

LUCASランプです。

ランプ仕様 : 97mm リム直径

取付け穴サイズ : 34mm + 15mm (2箇所)

フラッシャー/ストップランプ、Lucas L551、

レッド、シングルフィラメントx2個

\18,000本体価格(税抜）
クラシックカーに良く使用されている、

LUCASランプです。

ランプ仕様 : 97mm リム直径

取付け穴サイズ : 34mm + 15mm (2箇所)

適合車種 : ロータス エラン S1 UK仕様

フラッシャーランプ、Lucas L551、

クリア、シングルフィラメント

\18,000本体価格(税抜）
クラシックカーに良く使用されている、

LUCASランプです。

ランプ仕様 : 97mm リム直径

取付け穴サイズ : 34mm + 15mm (2箇所)

キャリパーピストン（48mm）、14LF、

ロータス エラン、ヨーロッパ、

ケータ－ハム等

\4,500本体価格(税抜）
適合：ロータス エラン、ヨーロッパ、

ケータ－ハム等。Girling 2ポッド、タイプ14

キャリパー用のキャリパーピストン。様々な車

種に使用されています。          (価格は1個の

価格です。1台分は4個必要です。)
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ブレーキパッド、リア、EBC製、グリーン、

ケータ－ハム De-Dion STDキャリパー

\9,000本体価格(税抜）
適合：ケータ－ハム

De-Dionアクスル車用のEBC製

リアパッド、グリーン（ストリート用）。他にレッド

（サーキット用）、イエロー(レース用)も設定がご

ざいます。

スロットルケーブル、910mm長、RHD、

ケーターハム K-series INJ/R500

\17,500本体価格(税抜）
ケーターハム K-series インジェクション/R500

用です。(インナーケーブル 910mm長)

K-seriesはもう1種の長いタイプも設定がありま

すので必ずケーブル長を確認して下さい。

スロットルケーブル、1480mm長、

RHD/LHD、ケーターハム S3/SV/CSR

\17,500本体価格(税抜）
ケーターハム K-series インジェクション/K-

Racing/Duratec/CSR用です。

(インナーケーブル 1480mm長) K-seriesは

もう1種の短いタイプも設定がありますので必

ずケーブル長を確認して下さい。

ハーフトップ(幌)、ケーターハム S3、

クラシック ロールバー、ブラックビニール

\56,000本体価格(税抜）
ハーフトップ(ビキニトップ)はS3/SV/CSR用各

種取り揃えております。年式やロールバーの仕

様によって種類がありますので事前に確認が

必要です。画像はイメージですが、

クロームのクラシックロールバー用です。

ハーフトップ(幌)、ケーターハム S3、STD

ロールバー、'06-on、ブラックビニール

\56,000本体価格(税抜）
ハーフトップ(ビキニトップ)はS3/SV/CSR用各

種取り揃えております。年式やロールバーの仕

様によって種類がありますので事前に確認が

必要です。画像はイメージですが、S3 '06年式

以降の4点式STDロールバー対応です。

ブーツバック、ブラックビニール、純正、

ケーターハム S3

\56,000本体価格(税抜）
純正アクセサリーのブーツバックです。収納の

少ないセブンにはピッタリではないでしょうか？

ロングドライブには是非オススメしたいアイテム

です。

スパークプラグ、チャンピオン製、

N9YC (1箱10本入り)

\500本体価格(税抜）
英国のスパークプラグと言えば、やはり

CHAMPIONです。NGKでは 「BP5EY」相当品

です。その他のプラグも各種取り揃えておりま

す。

スペアーキー、AUTOLEC、

カットオフスイッチ

\1,400本体価格(税抜）
バッテリーカットオフスイッチ用スペアキーで

す。はずれでなくしてしまうご経験もあるのでは

ないでしょうか？

スペア用ストックしておくと安心です。

バッテリーカットオフスイッチ、

AUTOLEC、6接点式

\8,500本体価格(税抜）
6V-24V、100Aまで対応のキルスイッチ。

エンジンのみを停止させ、その他の電装品は

生かせます。

バッテリーとイグニッションキーの電源回路を

別回路で設定出来ます。

シートベルト クラシックバックル ブラック 

(巻き取りなし）、3点式

\12,000本体価格(税抜）
クラシカルなデザインの3点式シートベルト。

巻き取りなしタイプ。左右共通の汎用品です。

車種を問いませんので、一度使ってみてはい

かがでしょうか？
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ステアリングコラムブッシュセット、

アッパー&ボトム、MK2/S-type/E-Type

\5,000本体価格(税抜）
クラシックジャガーではウィークポイントの

ステアリングコラムのガタ付きにはこちらで対

応します。プラスチック製の強化品、上下

ブッシュセットです。

フューエルポンプ、SU製、電気式、

ポイントレス、E-type S3/XJ12 S1-2 Carb

\70,000本体価格(税抜）
E-type S3/V12用のフューエルポンプ。
他にもASTON DB5/DB6、BENTLEY
V8、ROLLS ROYCEなども共用です。
別途リペアキットもご用意しております。

リペアキット、フューエルポンプ、

(-)アース車用 or (+)アース車用

\11,000本体価格(税抜）
SUフューエルポンプのリペアキットになります。

SUの型番 AZX1308/AZX1405タイプのフュー

エルポンプに適合します(+/-)アースで種類が

ありますのでご注意下さい。(画像は商品イメー

ジとなります。)

ラックブーツ (片側)、スプライト＆ミジェッ

ト 948-1275cc '71年以前

\2,500本体価格(税抜）
適合 : スプライト＆ミジェット58-71年まで

経年劣化による硬化やヒビ割れしていません

か？早めの交換を推奨致します。

(価格は1個の価格です。一台分では2個必要

です。)

ブレーキドラム、フロント&リア、

スプライト＆ミジェット

\4,800本体価格(税抜）
適合：スプライト＆ミジェット

ドラムは研磨も可能ですが、規定の直径より内

径が大きくなってしまう場合は要交換です。

また、熱によるハードスポットができている場合

にも交換を推奨します。

クロスバッチ "JAGAUR"、

クリーム&グリーン

(オーバル：90 x 55mm)

\800本体価格(税抜）
JAGUARのワッペンは珍しいです。

お勧めのワッペンです。

お気に入りの1枚を貴方のレーシングスーツ、

またはシャツなどに貼ってみるのも楽しいです

ね。

キャリーバッグ、ユニオンジャック、メタル

\2,200本体価格(税抜）
�サイズ : 18.8 x 18.8 x 7.8cm

ちょっとした小物入れ、ディスプレイ用として、

最適なアイテムです。

�※画像のカメラ、携帯、スパナは付属
致しません。

ドアマット、ユニオンジャック、

700 x 400 mm

\3,000本体価格(税抜）
サイズ : 40 x 70cm

オーソドックスなユニオンジャック柄の玄関マッ

ト。その他、ユニオンジャックグッズ各種取り揃

えております。(素材の特性上、印刷面の多少

のスレ等がございます。)

ドアマット、ユニオンジャック＆

ミニクーパー、750 x 450 mm

\3,000本体価格(税抜）
サイズ : 45 x 75cm

可愛らしいミニクーパー xユニオンジャック柄の

玄関マット。その他、ユニオンジャックグッズ各

種取り揃えております。(素材の特性上、印刷

面の多少のスレ等がございます。)

ドアマット、モダン柄ユニオンジャック、

700 x 400 mm

\3,000本体価格(税抜）
�サイズ : 40 x 70cm

かわいいマルチカラーの玄関マット。

その他、ユニオンジャックグッズ各種取り揃え

ております。(素材の特性上、印刷面の多少の

スレ等がございます。)

Tel 03-3521-0155 Fax 03-3521-0158

MIKI PREPARATION & Co.
表示価格は全て税抜きです。別途消費税が掛かります。

掲載商品に関するお問い合わせは弊社営業担当者までお願い致します。

商品の仕様、価格等は予告無く変更となる場合がございますのでご了承下さい。


