
MIKI EXPRESS 　　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。 190719-MOG
Ref. No.

(New 追加)
ラゲッジラック、ステンレススチール、
モーガン、Plus4、Plus8、Roadster

\115,000本体価格(税別）

純正オプションパーツです。
仕様 : 2シーター(スペアホイール付)、
2/1998年以降、モーガンウィングロゴプレート
(車種の特性上、仕様違い、種類がたくさん有
りますので、事前に適合確認させて頂きます)

1商品番号 (New 追加)
ラゲッジラック、ステンレススチール、
モーガン、Plus4、Plus8、Roadster

\135,000本体価格(税別）

純正オプションパーツです。
仕様 : 2シーター(スペアホイール無し)、
                                スポーツ 2008年以降
(車種の特性上、仕様違い、種類がたくさん有
りますので、事前に適合確認させて頂きます)

2商品番号

(New 追加)
ワイヤーホイール、シルバーペイント、
5J x 15"、72本スポーク、モーガン

\48,000本体価格(税別）

適合 : モーガン Plus4、4/4
　　　　　　　　　　　　　　1958 ～ 1985年モデル
サイズ : 5J x 15"、72本スポーク
仕様 : シルバーペイント
補足 : 別途、スピンナーご用意しております。

3商品番号 (New 追加)
キーホルダー、モーガン、テディベア

\2,000本体価格(税別）

かわいいサイズのテディベアキーホルダー。
納車時のプレゼントとしていかがでしょうか?

身長 : 100 mm
キーホルダーとしてご使用できます。

4商品番号

(New 追加)
キーホルダー、モーガン、
"Morgan スクリプト"、ブラウンレザー

\3,000本体価格(税別）

サイズ : 113 x 25 mm
"Morgan"の文字エンボスのレザー
キーホルダーです。レザー素材なので、他に
干渉してもキズになりにくいと思われます。
鍵に付けるアクセントとしておすすめです。

5商品番号 (New 追加)
キーホルダー、モーガン、
"ウィングロゴ"、ブラウンレザー

\3,000本体価格(税別）

サイズ : 102 x 29 mm
"Morgan"のウィングロゴエンボスのレザー
キーホルダーです。レザー素材なので、他に
干渉してもキズになりにくいと思われます。
鍵に付けるアクセントとしておすすめです。

6商品番号

(New 追加)
キーホルダー、モーガン、
"3 Wheelerロゴ"、ブラウンレザー

\3,000本体価格(税別）

サイズ : 62 x 57 mm
"3 Wheeler"のロゴエンボスのレザー
キーホルダーです。レザー素材なので、他に
干渉してもキズになりにくいと思われます。
鍵に付けるアクセントとしておすすめです。

7商品番号 エナメル看板、モーガンウィング、
グリーン

\3,000本体価格(税別）

サイズ : 14 x 7 cm

重厚感ある琺瑯エナメルサイン。
ショールームやガレージのインテリアとしては
最適です。

8商品番号

エナメル看板、モーガンウィング、レッド

\3,000本体価格(税別）

サイズ : 14 x 8 cm

重厚感ある琺瑯エナメルサイン。
ショールームやガレージのインテリアとしては
最適です。

9商品番号 エナメル看板、モーガンウィング、
グリーン

\4,500本体価格(税別）

サイズ : 20 x 10 cm
重厚感ある琺瑯エナメルサイン。
ショールームやガレージのインテリアとしては
最適です。

10商品番号

Tel.03-3521-0155 / Fax 03-3521-0158
MIKI PREPARATION & Co.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。



MIKI EXPRESS 　　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。 190719-MOG
Ref. No.

エナメル看板、モーガンウィング、
グリーン

\18,000本体価格(税別）

サイズ : 50 x 25 cm
重厚感ある琺瑯エナメルサイン。
ショールームやガレージのインテリアとしては
最適です。

11商品番号 エナメル看板、モーガンウィング、レッド

\18,000本体価格(税別）

サイズ : 50 x 25 cm
重厚感ある琺瑯エナメルサイン。
ショールームやガレージのインテリアとしては
最適です。

12商品番号

エナメル看板温度計、モーガン、
グリーン

\6,300本体価格(税別）

サイズ : 30 cm ロング
仕様 : グリーン、"MORGAN"ロゴ
重厚感ある琺瑯エナメル温度計。
ショールームやガレージのインテリアとしては
最適です。

13商品番号 エナメル看板温度計、モーガン、レッド

\6,300本体価格(税別）

サイズ : 30 cm ロング
仕様 : レッド、"フロントビュー"車イラスト
重厚感ある琺瑯エナメル温度計。
ショールームやガレージのインテリアとしては
最適です。

14商品番号

キーホルダー、モーガン、
ブラックレザー、ティアドロップ

\3,800本体価格(税別）

サイズ : 67 x 50 mm
詳細 : ブラックレザー
両面にロゴがエンボスされているベーシック
な高級感あるキーホルダーです。

15商品番号 キーホルダー、モーガン、
ブラウンレザー、ティアドロップ

\3,800本体価格(税別）

サイズ : 67 x 50 mm
詳細 : ブラウンレザー
両面にロゴがエンボスされているベーシック
な高級感あるキーホルダーです。

16商品番号

バンパー飾りプレート、"100 Years at
Pickersleigh Road"、モーガン

\4,800本体価格(税別）

用途 : バンパー用飾りプレート、
           ショールーム、ガレージの飾りとして。
サイズ : 290 x 145mm
素材 : アルミ & プラスチック

17商品番号 バンパー飾りプレート、"Thrill on the Hill
Festival"、モーガン

\4,800本体価格(税別）

用途 : バンパー用飾りプレート、
           ショールーム、ガレージの飾りとして。
サイズ : 290 x 145mm
素材 : アルミ & プラスチック

18商品番号

バンパー飾りプレート、
"Thrill on the Hill"、モーガン

\4,800本体価格(税別）

用途 : バンパー用飾りプレート、
           ショールーム、ガレージの飾りとして。
サイズ : 290 x 145mm
素材 : アルミ & プラスチック

19商品番号 ペダルラバー、ブレーキ&クラッチ、
モーガン

\2,000本体価格(税別）

適合 : ブレーキ & クラッチ、共用です。
ラバー製中央部に「MORGAN」のロゴがある
のが特徴的です。
修理、中古車の補修パーツとして是非ご検討
下さい。

20商品番号

Tel.03-3521-0155 / Fax 03-3521-0158
MIKI PREPARATION & Co.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。


