
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。 190906-CJ
Ref. No.

ハイパフォーマンス AP Racing
キャリパーキット、フロント、2015年以前

\175,000本体価格(税別）

ケーターハムの持つ本来の性能が十分に
発揮、体感できるブレーキのアップグレード
パーツです。ラージボアマスターとセットでの
交換がおすすめです。
適合年式 : 2015年モデル以前

MB06K ハイパフォーマンス AP Racing
キャリパーキット、フロント、
270/360/480/620 (ラジアルキャリパー)

\175,000本体価格(税別）

ブレーキのアップグレードパーツです。
ラージボアマスターとセットでの交換がおすす
めです。適合年式 : 2015年モデル、ラジアル
マウントキャリパー以降
(ブレーキホースは現車の物を使用します。)

MB10K

ワイドトラックキット、STDブレーキ +
18mm アンチロールバー、1991 ～ '06
年、インペリアル

\105,000本体価格(税別）

適合 : S3 1991 ～ 2006年以前のインチ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　シャーシー車用
1台分 数量 : 1個
Upgrade アップグレードパーツ

WH03K ワイドトラックキット、STDブレーキ +
18mm アンチロールバー、2006年以降、
メトリック

\105,000本体価格(税別）

適合 : S3 2006年以降のミリシャーシー車用
1台分 数量 : 1個
Upgrade アップグレードパーツ

WH03MK

エアロサスペンションキット､R500タイプ、
1991 ～ '06年 (インペリアル)

\160,000本体価格(税別）

適合 : S3 1991 ～ 2006年以前のインチ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　シャーシー車用
1台分 数量 : 1個
Upgrade アップグレードパーツ
R500タイプ(翼断面)アームキットです。

SU500K エアロサスペンションキット､
R500タイプ､2006年以降 (メトリック)

\165,000本体価格(税別）

適合 : S3 2006年以降のミリシャーシー車用
1台分 数量 : 1個
Upgrade アップグレードパーツ
R500タイプ(翼断面)アームキットです。

SU500MK

サスペンションブッシュキット
(前後1台分)、S3 De-Dion
ツイントップリンク、1991年以前

\25,000本体価格(税別）

1台分のブッシュ入れ替えに便利なキット品
足回りのリフレッシュはいかがでしょうか?

1台分 数量 : 1個

BU04K サスペンションブッシュキット
(前後1台分)、
S3 De-Dion、1990年～'06年以前

\28,000本体価格(税別）

1台分のブッシュ入れ替えに便利なキット品
足回りのリフレッシュはいかがでしょうか?

1台分 数量 : 1個

BU05K

ブレーキパッドセット、フロント、
AP Racingキャリパー、2015年以降、
アップレーテッド

\18,500本体価格(税別）

パッド交換の際には、オススメしたい
アップレーテッド仕様です。
フィーリングの向上が期待できます。
1台分 数量 : 1個
Upgrade アップグレードパーツ

30B113A アルミホイール､  4.5J x 14"、
Seven 160、165

\44,000本体価格(税別）

軽量アルミホイールはいかがでしょうか?
スチールホイール比較で1.20kg軽くなります
1台分 数量 : 4個
同時交換推奨パーツ(品番) : ホイールナット
(3G0W0002A) x16個

3G0W0001A

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。



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。 190906-CJ
Ref. No.

ホイールナット、アルミホイール用、
Seven 160、165

\800本体価格(税別）

3G0W0001A アルミホイール専用ナットです。
同時にお求め下さい。
1台分 数量 : 16個
同時交換推奨パーツ(品番) : アルミホイール
(3G0W0001A) x4個

3G0W0002A クラッチキット、カバー & プレート、
Duratec、SV. CSR. R500 (260HP)

\89,000本体価格(税別）

適合 : S3 & S5 Duratec エンジンモデル
(全モデル適合ではありませんので、必ず
お車の詳細ご用意の上お問い合わせ下さい)
ディスク詳細 : 215 mm / 25.4 mm / 23山
1台分 数量 : 1個

58136KIT

クラッチリリースベアリングAssy、Sigma、
Duratec、R400、Seven 270、480、620

\49,000本体価格(税別）

適合 : 主要な現行モデル
(一部のCSR、Sedevシーケンシャルミッション
モデルの620Rは適合しません。)
1台分 数量 : 1個

38Q006A ホイールスピードセンサー、リア、CSR、
EU3、EU4仕様

\15,000本体価格(税別）

適合 : S3 & S5の2016年以前
スピードメーターゲージの不動、不安定の
症状が確認された場合には、まず交換を
オススメ致します。

CAT-SP

ホイールスピードセンサー、リア、
2017年以降、Seven 270、480、620

\15,000本体価格(税別）

適合 : S3 2017年以降、Seven 270、480、620
スピードメーターゲージの不動、不安定の
症状が確認された場合には、まず交換を
オススメ致します。

300A0019A ホイールスピードセンサー、左側、
ホワイト、
Seven 160、Sprint、Super Sprint

\5,600本体価格(税別）

適合 : Seven 160、Sprint、Super Sprint
詳細 : 左側用
スピードメーターゲージの不動、不安定の
症状が確認された場合には、まず交換を
オススメ致します。

3GA098A

ホイールスピードセンサー、右側、
ホワイト、
Seven 160、Sprint、Super Sprint

\5,600本体価格(税別）

適合 : Seven 160、Sprint、Super Sprint
詳細 : 右側用
スピードメーターゲージの不動、不安定の
症状が確認された場合には、まず交換を
オススメ致します。

3GA099A オーナーズハンドブック、2018年以降

\2,600本体価格(税別）

A5サイズのオーナーズハンドブック
お車の納車時、ショールームのディスプレイ
用としていかがでしょうか?
詳細 : 全 59ページ

30M001C

ディーラーデカール、色見本

\20,000本体価格(税別）

詳細 : カスタムグラフィックスカラースウォッチ

メーカー指定のカラーコードがすべてわかり
ます。何パターンもある特注デカールキットの
オーダー時に役立ちます。

30V306A ボディカバー、室内用、コットン生地

\48,000本体価格(税別）

アルミ地、こだわりの全塗装。
大切なお車はキズ付かない様に大切に保管
したいものです。こだわりのロゴ入りボディ
カバーはいかがでしょうか? (室内用です。)

CARCOVER

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。


