
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。 190715-CJ

0629-ME

Ref. No.

アルミラジエーター､アフターマケット、
S3、FORD、BDR、VX、K、1989>'99年
                (アジャスト ファンブラケット付属)

\85,000本体価格(税別）

適合 : ケーターハム S3 ケント1700SS、BDR、
    VX、ローバーK、スーパーライトR、R500(K)
仕様 : 3層 / サイドタンク
仕様2 : 電動ファンブラケット、別体型
          (アジャストマウントステー付属します)

73147 アルミラジエーター、純正、S3、
FORD、BDR、VX、K-series、1989>'12年

\80,000本体価格(税別）

適合 : ケーターハム S3 ケント 1600GT、
      1600S、1700SS、クラシック、BDR、VX、K

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

73316

アルミラジエーター、純正、S3、JPE VX、
            K-Racing、R300-R400-R500(K)
　　　　　　　　　　　　　　1992>'05年モデル

\90,000本体価格(税別）

適合 : ケーターハム、S3、JPE(VX)、
     Kレーシング、R300(K)、R400(K)、R500(K)

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

73159 アルミラジエーター、純正、S3、RS200
Sigma、K-series Late、SV、2006年以降

\80,000本体価格(税別）

適合 : ケーターハム、S3 RS200 シグマ、
　　　　　　　　　　　　K-series 後期モデル、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、
    RS200 Sigma、RS300-R400 Duratec
                    ロードタイプ、2006年以降

\80,000本体価格(税別）

適合 : ケーターハム、S3 RS200 シグマ、
         RS300 デュラテック、R400 デュラテック

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

38C036B アルミラジエーター、純正、S3、
               SLR500 Duratec、2010>'14年

\105,000本体価格(税別）

適合 : ケーターハム、S3 R500 デュラテック

仕様 : ワイドチューブ1層 / 上下タンク
                               オイルクーラー一体型
仕様2 : 電動ファンブラケット、別体型

39C053A

アルミラジエーター、純正、S3、
                  R300 Duratec、2009>'14年

\85,000本体価格(税別）

適合 : ケーターハム、S3 R300 デュラテック

仕様 : アルミ / サイドタンク
仕様2 : 電動ファンブラケット、一体式

30C069A アルミラジエーター、純正、S3、
          Seven 480 Duratec、2015年以降

\118,000本体価格(税別）

適合 : ケーターハム、セブン480 デュラテック

仕様 : ワイド2層 / サイドタンク /
                               オイルクーラー一体型
仕様2 :電動ファンブラケット、別体型

30C064C

アルミラジエーター、純正、S3、
          Seven 620 Duratec、2016年以降

\118,000本体価格(税別）

適合 : ケーターハム、セブン620 デュラテック
                      スーパーチャージャーモデル
仕様 : ワイド2層 / サイドタンク /
                              オイルクーラー一体型
仕様2 :電動ファンブラケット、別体型

30C086E アルミラジエーター、純正、S3、
Seven 160、Seven Sprint、2016年以降

\70,000本体価格(税別）

適合 : ケーターハム、S3 セブン160、
      セブンスプリント (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

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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Ref. No.

ラバーマウントボビン、
ラジエーター & エキゾースト、Seven
480、485、620

\1,100本体価格(税別）

取付ネジが、M8の「オス-メス」になっている
特徴的なラジエーター & エキゾーストマウント
です。用途による数量をご確認下さい。

30Z2041A ラバーマウントボビン、
ラジエーター、40mm 高

\1,100本体価格(税別）

高年式モデル用のラジエーターマウントです
旧モデルでは高さの低いマウント (25mm 高)
を使用しているので、必ずその車種に使用し
ているサイズの確認、数量をご確認下さい。

30C067A

クーリングファン、225mm 径、
S3 1994年以降

\16,000本体価格(税別）

ブレード直径 : 225mm
ファンカウル外径 : 246mm
仕様 : 引き込みタイプ
ラジエーターとの同時交換をおすすめ致しま
す。

73150 クーリングファン、330mm 径、VX-R、
スーパーライトR、R500、2001年以降、
Seven 620R

\28,000本体価格(税別）

ブレード直径 : 330mm
ファンカウル外径 : 345mm
仕様 : 押し込みタイプ
ラジエーターとの同時交換をおすすめ致しま
す。

77514

クーリングファン、255mm 径、
Seven 160、250、270、480、CSR

\16,500本体価格(税別）

ブレード直径 : 255mm
ファンカウル外径 : 268mm
仕様 : 引き込みタイプ
ラジエーターとの同時交換をおすすめ致しま
す。

58514 ウォーターポンプ、K-series

\12,000本体価格(税別）

適合 : ROVER K-series エンジンモデル
1.4 / 1.6 / 1.8 K-series / K-Classic /
R300 (K) / R400 (K) / R500 (K)

GWP333

ウォーターポンプ、Sigma

\38,500本体価格(税別）

適合 : FORD Sigma エンジンモデル
Roadsport 200 / Seven 250 / Seven 270 /
270S / 270R

30E239A ウォーターポンプ、Duratec

\28,000本体価格(税別）

適合 : Duratec エンジンモデル
R300 / R400 / R500 / Roadsport 300 / CSR
/ Seven 350 / Seven 480S / 480R / 620R

30E230A

ハーフトップ(幌)、S3、STD ロールバー、
2006年以降、ブラックビニール

\60,000本体価格(税別）

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。解放感はそのまま
に、暑い日差し、風の巻き込みが軽減されま
す。S3 2006年以降、STDの4点ロールバーに
対応しています。

30V107A ハーフフード (幌)、ビニール、S3、
2006年以降、STD ロールバー車、
イージーインジッパー開閉付き

\80,000本体価格(税別）

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。

30V103A

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。


