
caterhamparts.jp 　　取り扱い商品のご案内

弊社スタッフが厳選したオススメしたい商品のご案内です。

定番のアイテムから新入荷のアイテム、レアな限定商品まで幅広く紹介させて頂きます！

数に限りがある物もございますので、お早めにお問い合わせください。

また商品カタログとしても是非ご活用下さい。 190607-CJ
Ref. No.

オイルフィルター、Ford Sigma
(フォードシグマエンジンモデル)

\2,500本体価格(税別）

適合 : Roadsport 200、Seven 270、270S、
270R
別途のドレンボルトが同時交換推奨パーツ
です。

36E036A ステアリングラックブーツセット、
S3 1987年以降、SV、CSR

\3,800本体価格(税別）

適合 : 1987年以降、全モデル
左右セット品です。車検時に備え在庫して頂く
ことをオススメ致します。

QG6399CCS

ワイパーアーム、右ハンドル、ブラック

\4,100本体価格(税別）

適合 : 右ハンドル車、左右共通です。
1台分 数量 : 2本
別途のワイパーブレード (ブラック)が同時
交換推奨パーツです。

30V018A ワイパーブレード、S3、ブラック、7.5"長

\2,500本体価格(税別）

適合 : S3モデル、左右共通です。
1台分 数量 : 2本
別途のワイパーアーム (ブラック)が同時
交換推奨パーツです。

30V017A

ウィンドスクリーン & フレーム、S3、
熱線入りガラス、ブラックフレーム

\135,000本体価格(税別）

適合 : S3モデル
フレーム仕様としてブラック、シルバー
(艶消し)、アルミポリッシュの3種常時在庫して
おります。

76086A ウィンドディフレクター (フルワイド)、
ドライカーボン、S3、R400、R500

\125,000本体価格(税別）

適合 : S3モデルオプション (R400、R500、
Seven 620には標準付属品の場合もござい
ます。) ノーマルスクリーンからレーシング
仕様にコンバーションする際に使用します。
軽量化としても効果大です。

72935

エアロスクリーン、パースペックス、
右、S3、SV、CSR、色：クリア

\26,000本体価格(税別）

適合 : S3、SV、CSR、右用
スカットルパネル上、ダイレクトに付ける
レーシングスクリーンです。クリアの為、視界
に影響がありません。

53330R エアロスクリーン、パースペックス、
左、S3、SV、CSR、色：クリア

\26,000本体価格(税別）

適合 : S3、SV、CSR、左用
スカットルパネル上、ダイレクトに付ける
レーシングスクリーンです。クリアの為、視界
に影響がありません。

53330L

トノカバー、ビニール、S3 Live、De-Dion
ロングコックピット、1985年以降、Seven
160

本体価格(税別）

適合 : S3 1985年以降、STD ロールバー用
人気のオプションパーツのスタンダード品で
す。アップグレード品としてカーボンビニール
製もご用意あります。

79711 コンバーションキット、ダンパー &
スプリング、フロント & リア、BILSTEIN、
Classic (Live アクスル)、1999年以降

\180,000本体価格(税別）

適合 : S3 Classic 1999年以降 (年式は参考)
標準のSPAX製ダンパーからBILSTEIN製へ
アップグレードするキット。スプリングも含まれ
ますので交換パーツとしても人気です。

CCKK

Tel.03-3521-0155 / Fax 03-3521-0158

三貴プリパレーション有限会社表示価格は全て税別です。

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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ホイールベアリングキット、フロント、
S3、SV、CSR、2003年以降

\10,500本体価格(税別）

適合 : 2003年以降、全モデル
1台分 数量 : 2個
定期交換パーツです。車検時に備え在庫して
頂くことをオススメ致します。

75121 ホイールベアリングキット、リア、
ハブシール付属、De-Dion

\7,800本体価格(税別）

適合 : S3 De-Dion アクスル
1台分 数量 : 2個
定期交換パーツです。車検時に備え在庫して
頂くことをオススメ致します。

675KIT

アルミラジエーター、純正、S3、RS200
Sigma、K-series Late、SV、2006年以降

\90,000本体価格(税別）

適合 : S3 RS200 Sigma、K-series後期モデル
　　　　 S5 SV

仕様 : ワイドチューブ1層 / サイドタンク
仕様2 : 電動ファンブラケット、一体型

73157PB アルミラジエーター、純正、S3、
Seven 160、Seven Sprint、2016年以降

\80,000本体価格(税別）

適合 : Seven 160、Seven Sprint
                            (Suzuki エンジンモデル)

仕様 : ワイドチューブ1層/ サイドタンク
仕様2 : 電動ファンブラケット、一体型

3GC096A

シートベルト、4点式、クイックリリース、
色 : レッド、右

\43,000本体価格(税別）

適合 : 全モデル
詳細 : 4点式クイックリリースバックル
別途のショルダーパッドも同時交換推奨
パーツです。

7PRO-4RED ショルダーパッド、レッド、CATERHAM ロ
ゴ

\6,800本体価格(税別）

適合 : 4点式シートベルト用
4点式のクイックリリースシートベルトへ
交換の際、または既に付属している方にも
オススメパーツです。

7SH-RED

シートベルト、4点式、クイックリリース、
色 : ブルー、右

\43,000本体価格(税別）

適合 : 全モデル
詳細 : 4点式クイックリリースバックル
別途のショルダーパッドも同時交換推奨
パーツです。

7PRO ショルダーパッド、ブルー、CATERHAM
ロゴ

\6,800本体価格(税別）

適合 : 4点式シートベルト用
4点式のクイックリリースシートベルトへ
交換の際、または既に付属している方にも
オススメパーツです。

7SH-BLUE

トンネルバック、ブラックビニール、
S3 & SV

\17,000本体価格(税別）

適合 : S3、SV 1996年以降モデル
詳細 : 全幅 470mm / ⑦ロゴ付き
スクウェアタイプのセンタートンネル用です。
収納の少ないセブンには携帯など小物を
入れておくのに便利なアイテムです。

30V056A バッジ、「CATERHAM」、クローム、リア
パネル、2019年以降

\17,000本体価格(税別）

適合 : 全モデル
詳細 : サイズ 185mm x 13mm
クロームの輝きがとても高級感ある立体文字
のレターバッジです。こちらは2019年、新製品
です。

300V0053A

Tel.03-3521-0155 / Fax 03-3521-0158

三貴プリパレーション有限会社表示価格は全て税別です。

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。


