
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。

ロータス純正の七宝ノーズバッジです。
主に クラシックロータス(エラン、
ヨーロッパ等)ですが、高級感ある七宝焼
バッジ 、現行ロータスに付けるのも人
気です。

ロータス純正の七宝ノーズバッジです。
主に クラシックロータス(エラン、
ヨーロッパ等)ですが、高級感ある七宝焼
バッジ 、現行ロータスに付けるのも人
気です。

リプロダクション品になりますが、当時の
LUCA (ルーカス)製オリジナルに近い造
りで、良くできているホーンモチーフで
す。クラシックロータス、フォーミュラ等に
お勧めです。

リプロダクション品になりますが、当時の
LUCA (ルーカス)製オリジナルに近い造
りで、良くできているホーンモチーフで
す。クラシックロータス、フォーミュラ等に
お勧めです。

LOTU  ELAN用、 PAXアジャスタブル
(フロントのみ)ダンパー1台分セットを
ご案内致します。リア用、車高調整キット
コイルスプリング前後 、別途ご用意し
ております。お問い合わせ下さい。

3クラシックモデル用のダンパーセットで
す。上下ブッシュの打ち替えでBIRKINに
も流用可能です。車高調整、減衰調整タ
イプです。(コイルスプリング各種、別途ご
用意しております。)

足廻りのリフレッシュなどご提案してみて
いかがでしょうか? レストアの際に 是

非、 PAX製ダンパー交換がお奨めです
専用コイルスプリング/専用コレットが別
途必要となります。ご注意下さい。

ケーターハム、AP Raing 4ポッド純正
キャリパー用のブレーキディスクです。
アップグレード等の後付けでも全車種適
合ですが、ノーマル2ポッドキャリパー車
に 適合しないのでご注意下さい。

下記、適合車種と一台分の必要数
ケーターハム x9個 (*最大使用数)
ロータス エラン/ヨーロッパ x8個
エスプリ 3以降/ 4/ 300/V8 x4個
多くの車種に共用されるブッシュです。

ケーターハムのフロント足廻り、デフ下の
Aアーム部のセンターブッシュ(挟み込み
で使用)です。取り付く構造上、オイルの
影響を受け、良くダメになる箇所なので、
在庫しておくことをおすすめします。

表示価格 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 弊社営業担当者までお願い致します。

商品の仕様、価格等 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。



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。

ツーリング、走行会等イベントが多くなっ
てきました。オイル交換に備えていかが
でしょうか？主な適合: FORDエンジン、
Aタイプエンジンのスプライト&ミジェット、
MINIの'96年式まで等

ローバーKシリーズ用のオイルフィル
ター。専門店なら常に在庫しておきたい
オイルフィルターです。主な適合: ケータ
ハム/エリーゼ/エクシージ/MGF/MINI
1.3INJ '98年以降/モーガン等

ケーターハム igmaシグマエンジン用の
純正オイルフィルター。ツーリング、走行
イベントの時期。オイル交換の際 是非
交換をご検討下さい。ドレンボルトもご用
意しております。(別途)

適合：ジャガー MK2、 タイプ、
                    Eタイプ 1- 2
オリジナルの中身交換タイプのオイル
フィルターです。
サイズ H153mm x W70mm

純正品相当のクオリティーのCoopers製
社外品、ストック用としてお勧めです。
適合 : V6用 タイプ(X200 2.5&3.0L/
Xタイプ(X400 2.0&2.5&3.0L)/
XJ(X350 3.0L)/XF(X250 3.0L)

純正品相当のクオリティーのCoopers製
社外品、ストック用としてお勧めです。
適合：V8用 タイプ(4.2L '02年以降
M45255>/XK(4.2L '03年以降 A30645>/
XJ(4.2L '03年以降/XF(4.2L '09年以降)

純正品相当のクオリティーのCoopers製
社外品、ストック用としてお勧めです。
適合 : V8モデル XJ(X308)/
タイプ(X200  '02年以前>M45254)/

XK(X100 '03年以前>A30644)

ケーターハム､ ロータスエラン、ヨーロッ
パ、バーキン7等に適合。LUCA 、
BO CHデスビに対応します。赤、青、黄
の3色をご用意しておりますのでお好み
に合わせてご使用下さい。

ケーターハムセブンBDRに適合。
LUCA 、BO CHデスビに対応します。
赤、青、黄の3色をご用意しておりますの
でお好みに合わせてご使用下さい。

LUCA  23/25D用サイド出しデスビキャッ
プ。ディスビキャップ 消耗品です。定期
的な交換をお勧めします。

表示価格 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 弊社営業担当者までお願い致します。

商品の仕様、価格等 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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LUCA  23/25Dトッップエントリーキャッ
プ。主な適合 MINI/スプライト&ミジェッ
ト/MGB/TR2-4A/モーリスマイナー等で
す。

ルーカス 43/45/59Dサイドエントリー
キャップ。主な適合 FORDケントエンジ
ン、LOTU ツインカムエンジン、ローバー
MINI 59Dデスビ用です。

ルーカス 43/45/59Dトップエントリー
キャップ。主な適合 MINI/MGミジェット
/MGB/TRスピットファイヤー等です。

ルーメニション製光学式フルトラキット。
LUCA 22/23/25D 4気筒＆6気筒用。
推奨スパークコイル 別売りです。

ルーメニション製光学式フルトラキット。
LUCA  43/45/59D 4気筒＆6気筒用。
写真右上の推奨スパークコイル 別売り
です。

ルーメニション、オプトロニック、マグネト
ロニックに最適なスパークコイル。
オプトロニック、マグネトロニックの性能を
100％引き出します。

主な適合 /AHスプライト、FORDコルチ
ナ、セブン、エラン、モーガン等。信頼性
と使い安さで定評のあるイグナイター
キット。ポイントを電気式に変更する事で
デスビ内のメンテナンスフリーを実現

主な適合 /FORD 43D、ケータハム、ロー
タスヨーロッパ、エスプリ、MG等。信頼性
と使い安さで定評のあるイグナイター
キット。ポイントを電気式に変更する事で
デスビ内のメンテナンスフリーを実現

イグナイターに最適なイグニッションコイ
ル。カラー ブラックとクロームをご用意
しています。

イグナイターに最適なイグニッションコイ
ル。カラー ブラックとクロームをご用意
しています。

表示価格 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 弊社営業担当者までお願い致します。

商品の仕様、価格等 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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定番のLUCA シルバーコイル。ポイント
タイプのデスビ装着車におすすめ
これからのツーリング時期、万が一の電
装トラブルにストックしておくと安心です。

定番のLUCA ゴールドコイル。ポイントレ
スタイプのデスビ装着車におすすめ
これからのツーリング時期、万が一の電
装トラブルにストックしておくと安心です。

ケーターハム純正品に近いサイズ。
本体サイズ : 長さ 176 x 奥行 86 x

高さ 150 mm
仕様 : 12V / 13.1ah / 5.7kg / 230amp
ターミナル : M6ボルト (DIN端子可)

本体サイズ : 長さ 186 x 奥行 75 x
高さ180mm

仕様 : 12V / 16ah / 6.7kg / 280amp
ターミナル : M6ボルト (DIN端子取付可)

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。

Lucasオリジナル、クラシックタイプの
バッテリーカットオフスイッチです。
取付 自由ですが、43mm直径の穴空け
加工が必要です。

クラシックタイプのバッテリーカットオフス
イッチです。取付 自由ですが、19.5mm
直径の穴空け加工が必要です。

バッテリーのマイナス(-)ターミナルに取
付け、車体側のマイナス配線をスイッチ
に繋ぐだけ。ダイヤルを回す事(On/Off)
で簡単にカットオフできます。取付簡単、
バッテリー上り防止に最適です。

ヒーターホースとして多く使用されている
のがこのインチサイズです。持っておくと
大変便利です。お好みの長さ(1m～)でご
用意できます。
(本体価格 1mの価格です。)

ヒーターホースとして多く使用されている
のがこのインチサイズです。持っておくと
大変便利です。お好みの長さ(1m～)でご
用意できます。
(本体価格 1mの価格です。)

表示価格 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 弊社営業担当者までお願い致します。

商品の仕様、価格等 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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適合:スプライト/ミジェット67年以降
お求めやすい価格の強化ビニール製の
幌です。雨の多い今の季節に 欠かせ
ません。リア 非開閉です。

適合；MGB71年以降
お求めやすい価格の強化ビニール製の
幌です。中古車仕上げ、また 入庫の際
に 是非、新品交換を薦めてください。

クラシックスタイルのレーシングスクリー
ン。ケーターハムセブンやMG/モーガン
等のクラシックカーに純正採用されてい
ます。リプロ品も流通していますが、こち
ら 純正品です。

この時期に重宝するとても暖かいフリー
スジャケット。生産中止のため2枚のみ
早い者勝ちです

CATERHAM社純正フリースジャケット。
「CATERHAM MOTOR PORT 」ロゴが
入ります。背面にも7ロゴが入ります。

まだ冷えるこの時期、何かと便利なフ
リース。リバーシブル仕様になっているの
でお好みのスタイルでお楽しみいただけ
ます。サイズ /M/Lを選択できます。

ジャガー純正のマイクロフリース・フル
ジップジャケット。サイズ とMをご用意
しております。カラー ブラックになりま
す。

エキュリーエコスのフリース・シャツ。
サイズ MとLをご用意しております。カ
ラー ブルーになります。

モーガンのウィング・ロゴマーク入りフ
リースブランケット。
サイズ ： 175 x 145 cm
色 ： レッド、ブルー、グリーンの3色がご
ざいます。

2017年発売新デザインのキーホルダー
です。ブラックを基調としてシンプルで
ありますが、飽きのこないデザインで
ないでしょうか? プレゼントとしてキーに
付いていると、喜ばれるアイテムですね。

表示価格 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 弊社営業担当者までお願い致します。

商品の仕様、価格等 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。


