
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30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、

ローバー K-series用、エリーゼ、

エキシージ、ケーターハム等

\1,100本体価格(税抜）
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

タイロッドエンド、ケーターハム、ロータス

エラン & ヨーロッパ、スピットファイヤー、

ミジェット1500cc

\2,000本体価格(税抜）
適合：エラン/ヨーロッパ/ケータハム等
幅広い車種に使用されているタイロッド
エンドです。ラックブーツと一緒に是非交
換することを推奨いたします。
ラバーブーツのみもご用意しております。

リアビューミラー（貼り付けタイプ）、

ケーターハム、

鏡面サイズ : W195 x H65mm

\16,000本体価格(税抜）
メーカー : ケーターハム純正品
ウィンドスクリーンに張り付けるタイプ。
プラスチック部の剛性が高く、ガタつきが
少ないミラーです。アイドル時の振動が
強いお車に最適です。

REVERIE製、ドライカーボン・

ツインスキン・シート、

エリーゼ/エクシージ

\185,000本体価格(税抜）
適合 : ロータスエリーゼ/エクシージ
重さ僅か2.4kgと驚異の軽さを誇るドライ
カーボンシート。シートレールは付属しな
いので、現車のレールを使用してくださ
い。インナークッション別売り。

4点式シートベルト、WILLANS、

エリーゼ/エクシージ (選択項目 : 左右/

基本色：ブラック/レッド/ブルー/シルバー）

\60,000本体価格(税抜）
適合：　ロータスエリーゼ／エクシｰジ
FIA公認、WILLANS製クイックリリース
バックル、4点式のレーシングハーネスで
す。専用設計でアルミショルダーアジャス
ターを用いたハイグレードタイプです。

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)

\19,000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)

\28,500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。

リア・ホイールシリンダー、ケーターハム

S3 クラシック(マリーナアクスル)

\4,000本体価格(税抜）
適合: ケータハム マリーナアクスル
        ロータス 7/ウェストフィールド等
S3クラシック(マリーナデフ)用のリアホイ
ルシリンダー。入庫したら必ずチェックし
ましょう！1台分2個必要です。

リア・ホイールシリンダー、3/4”、

ロータスヨーロッパ S1-2/TC (4速用)

\4,000本体価格(税抜）
適合: ロータスヨーロッパS1-S2/TC(4速）
車検時には必ず点検、交換することを推
奨いたします。1台分2個必要です。

リア・ホイールシリンダー、0.70"、ロータス

ヨーロッパ スペシャル (SP 5速用)

\5,800本体価格(税抜）
適合: ロータスヨーロッパTC-SP(5速）用
車検時には必ず点検、交換することを推
奨いたします。1台分2個必要です。
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26R タイプ・ステアリング・ホイール・キット

13インチ、レッドレザー

\80,000本体価格(税抜）
適合：エラン/ヨーロッパ/ケータハム
エラン26Rタイプの13インチステアリング
ホイール。専用ボス、ロータスロゴホーン
プッシュがで付属します。
ブラックもご用意しております。

ステアリングホイール、

Moto-Lita レーシング、11インチ、

ボス穴有ブラック

\38,000本体価格(税抜）
Moto-Lita製レザーステアリングホイール
サイズ：11インチ、フラットタイプ
カラー：ブラック
ボス穴：6穴　センターホール：無し
専用のレーシングボスが別途必要です。

ステアリング・ボス、アルミ、

Moto-Lita レーシングステアリング用、

ロータス/ケーターハム 他

\25,000本体価格(税抜）
適合：エラン/ヨーロッパ/ケータハム等

　　　　スプライト&ミジェット各種

モトリタリーシングステアリング専用ボス。

アルミ削りだし、ポリッシュ仕上げになっており

車内をスポーティーに演出します。

ヘッドランプ、5.75インチ、H4、

クロームシェル、ケーターハム

（要種類選択 : クローム/ブラックシェル)

\35,000本体価格(税抜）
現行ケーターハムでは標準の5.75"
サイズ。よりスポーティ、よりクラシカルに
雰囲気を変えてみてはいかがですか？
カーボン調/ブラックもご用意しておりま
す。価格は1個の価格です。

ヘッドランプ、7インチ、H4、

クロームシェル (リム上側スクリュー止め)

（要種類選択 : クローム/ブラックシェル)

\36,500本体価格(税抜）
適合 : ケータハムセブン
7インチサイズのヘッドランプ。
ライトシェルがブラック、クロームメッキの
2種類がございます。
価格は1個の価格です。

クラッチ3点キット、ケーターハム 5-SP

\50,000本体価格(税抜）
仕様 : ロード (レースエンジン等には不可。)

フォードシエラT9 5速ギアボックス用の

クラッチ3点キットです。クラッチを交換の際に

は、クラッチケーブル、

フライホィールボルト、カバーボルト等も同時交

換推奨パーツとなります。

ブレーキマスターシリンダー、タンデム.

ケーターハム '88-on

\45,000本体価格(税抜）
ケーターハムの純正のタンデムブレーキ
マスターです。ツーリング、走行会に向け
てリフレッシュしてはいかがでしょうか？
別途、専用のリペアキットもご用意してお
ります。AP LOCKHEED製です。

ブレーキ＆クラッチマスター、AP 7/8"、

AH スプライト MK1 948cc、MGA

\38,000本体価格(税抜）
適合：AH スプライト MK1 948cc、MGA

ブレーキとクラッチマスターが一体化され
た特徴的なマスターシリンダーです。
リペアキットも別途ご用意しております。

ブレーキマスターシリンダー、タンデム、

ミジェット 1275-1500cc 日本/US仕様

\25,000本体価格(税抜）
適合 : MGミジェット 1275-1500cc
                                  左ハンドル車用
1275ccに関しては種類あるのでご注意
ください。リペアキットも別途ご用意して
おります。

ブレーキマスターシリンダー、タンデム、

MGB 1977-on 日本/US仕様

\38,000本体価格(税抜）
適合 : MGB '77年式以降　　左ハンドル
のウレタンバンパー(メッキバンパー
コンバーション含む)のディーラー車は
まずこちらのマスターです。別途リペア
キットも別途ご用意しております。
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ブレーキマスターシリンダー 7/8"、

AP製、Eタイプ S1 4.2/S2-3

\68,000本体価格(税抜）
JAGUAR Eタイプ用のブレーキマスター
AP製です。リペアキットもご用意しており
ますが、シリンダー内外部の腐食も考え
られますのでアッシー交換が安心です。

ウォーターポンプ、

MK2/Sタイプ/Eタイプ S1 3.8

\40,000本体価格(税抜）
車検時、中古車仕上げの際は是非交換
をご検討下さい。またウォータポンプベル
トもご用意しておりますが、車種により種
類がありますのでベルトの現品番号をご
確認下さい。

ウォーターポンプ、E-type S1 4.2

\40,000本体価格(税抜）
クラシックジャガーの中でも、人気、保有
台数の多い、S1 4.2Lモデル用ウォーター
ポンプです。リペアキットのご用意もあり
ますが、ハウジングの経年劣化も考慮し
て、新品交換がお奨めです。

ウォーターポンプ (プーリー付属)、

Eタイプ S3/XJ12 pre H.E

\85,000本体価格(税抜）
Eタイプ S3 V12モデル用のウォーター
ポンプ、プーリー付きです。従来品は、
プーリーレスだった為、移設の際にベア
リング等の破損のリスクがありましたが、
こちらはボルトオン交換で済みます。

シートベルト、3点式

(ELR機能付き巻き取り）、ブラック

\12,500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。(左右共通です。)

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

\60,000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

\60,000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。

ハーフトップ(幌)、S3、STD ロールバー、

'06-on、イージーインジップ、ブラックビニール

\84,000本体価格(税抜）
ケーターハム純正オプションのハーフ
フード、通称「ビキニトップ」です。運転席
側、助手席側がジップで開閉できるタイ
プなので幌を張った状態での乗り降りが
容易になります。

壁掛け時計、Smiths、38cm、ブラック

\12,000本体価格(税抜）
アンティークなデザインの英国時計
復刻版。店のディスプレイに最適です。
サイズ : 約38cm、厚み9.5cm
材質 : スチール（焼付塗装）
※単三電池1個付属

バッチ、ロータス、アルミ製、24.5mm

\2,000本体価格(税抜）
ロータス純正のアルミ製バッチです。
小さめなサイズなのでその用途は自由で
す。お車のボディ、ホイールのセンター
キャップ、ステアリングのセンターに貼っ
てみるのも良いのではないでしょうか?

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。



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30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。

バッジ、リア、CATERHAM CARS、

140 x 28mm

\3,600本体価格(税抜）
適合 : ケーターハム
サイズ : 140 x 28mm

貼付けタイプのメタルプレートバッジです
ケーターハム純正パーツです。

バッジ、リア、SUPER 7

ユニオンジャック、140 x 28mm

\3,600本体価格(税抜）
適合 : ケーターハム、バーキン7等
サイズ : 140 x 28mm

貼付けタイプのメタルプレートバッジです
ケーターハム純正パーツです。

キーホルダー、ロータス、

グリーン/イエロー

\1,200本体価格(税抜）
ブラックレザーのキーホルダーです。
お気に入りのロゴを集めてみては
如何でしょうか？
本体サイズ : 約65 x 35mm (種類によっ
て若干の個体差はあります。)

キーホルダー、ユニオンジャック

\1,200本体価格(税抜）
ブラックレザーのキーホルダーです。
お気に入りのロゴを集めてみては
如何でしょうか？
本体サイズ : 約65 x 35mm (種類によっ
て若干の個体差はあります。)

キーホルダー、モーガン、ブラック

\1,200本体価格(税抜）
ブラックレザーのキーホルダーです。
お気に入りのロゴを集めてみては
如何でしょうか？
本体サイズ : 約65 x 35mm (種類によっ
て若干の個体差はあります。)

キーホルダー、AH、オースチンヒーレー

\1,200本体価格(税抜）
ブラックレザーのキーホルダーです。
お気に入りのロゴを集めてみては
如何でしょうか？
本体サイズ : 約65 x 35mm (種類によっ
て若干の個体差はあります。)

キーホルダー、MGB、レッド/ブラック

\1,200本体価格(税抜）
ブラックレザーのキーホルダーです。
お気に入りのロゴを集めてみては
如何でしょうか？
本体サイズ : 約65 x 35mm (種類によっ
て若干の個体差はあります。)

キーホルダー、ジャガー、グリーン

\1,200本体価格(税抜）
ブラックレザーのキーホルダーです。
お気に入りのロゴを集めてみては
如何でしょうか？
本体サイズ : 約65 x 35mm (種類によっ
て若干の個体差はあります。)

キーホルダー、ランドローバー

\1,200本体価格(税抜）
ブラックレザーのキーホルダーです。
お気に入りのロゴを集めてみては
如何でしょうか？
本体サイズ : 約65 x 35mm (種類によっ
て若干の個体差はあります。)

キーホルダー、アストンマーチン

\1,200本体価格(税抜）
ブラックレザーのキーホルダーです。
お気に入りのロゴを集めてみては
如何でしょうか？
本体サイズ : 約65 x 35mm (種類によっ
て若干の個体差はあります。)
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