
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。 191014-CJ
Ref. No.

ヘッドライトAssy、5.75インチ、LED、
クローム、ケーターハム ロゴ入りレン
ズ、2015年以降

\93,000本体価格(税別）

1台分 数量 : 2個
純正オプション設定パーツのLEDヘッドライト
です。特徴的なレンズカットだけでも、かなり
格好良いです。レンズ下側に「CATERHAM」
ロゴが入っています。

300L0005A ヘッドライトAssy、5.75インチ、LED、
ブラック、ケーターハム ロゴ入りレンズ、
2015年以降

\93,000本体価格(税別）

1台分 数量 : 2個
純正オプション設定パーツのLEDヘッドライト
です。特徴的なレンズカットだけでも、かなり
格好良いです。レンズ下側に「CATERHAM」
ロゴが入っています。

30L292A

シート、ファイバーコンポジット、
ハイバック、シートレール付き

\148,000本体価格(税別）

1台分 数量 : 1 or 2個 (脚)
本体重量 : 4.4 kg
ノーマルシートから、アップグレードしてみて
はいかがでしょうか?　軽量化にも！
同時交換推奨パーツ : 専用パッド (30V069A)

SE81K シート、カーボンケブラー、ハイバック、
Superlight R500、シートレール付き

\205,000本体価格(税別）

1台分 数量 : 1 or 2個 (脚)
本体重量 : 2.9 kg
ノーマルシートから、アップグレードしてみて
はいかがでしょうか?　軽量化にも！
同時交換推奨パーツ : 専用パッド (30V069A)

SE83K

シート、カーボンコンポジット、左右ペア、
Seven 620

\470,000本体価格(税別）

1台分 数量 : 1 (脚)
現行モデルの最上級スペックを要するSeven
620Rのみに標準採用されている、カーボン
シート(左右ペア)です。シートレール、他取付
けファスナーパックが付属します。

SEATS0600 ウィンドディフレクター、左右ペア、
フィッテングキット付属

\28,000本体価格(税別）

高速走行時の巻き込み風を軽減させる効果
があります。サイドスクリーンの取付けヒンジ
を利用するので簡単に脱着できます。
同時交換推奨パーツ : 専用バック (77328)

WD01K

ブレーキマスターシリンダー、0.70"、
タンデム、1988年式以降

\45,000本体価格(税別）

1台分 数量 : 1個
適合 : 1988年以降のS3、SV、CSR各モデル、
Seven 160、270、480 スタンダードブレーキ
(AP Racing ラージボアマスターに付替えられ
ている場合もございます。)

30B006A ブレーキマスターシリンダー、13/16"、
タンデム、ラージボア、AP Racing

\55,000本体価格(税別）

1台分 数量 : 1個
適合 : 1988年以降のS3、SV、CSR
ハイパフォーマンス AP Racingキャリパー
キットと同時交換をオススメ致します。
関連パーツ (品番) : リペアキット(77176SK)

77176

クラッチケーブル、右ハンドル、
S3 Ford Classic、4速、1995年以前

\10,500本体価格(税別）

1台分 数量 : 1個
適合 : S3 Classic (FORD)
詳細 : インナーケーブル 770 mm
         アウターケーブル 550 mm

6066672 クラッチケーブル、右ハンドル、
Ford De-Dion、1991年以前

\10,500本体価格(税別）

1台分 数量 : 1個
適合 : 1700SS / BDR モデル等
詳細 : インナーケーブル 950 mm
         アウターケーブル 800 mm

72611A

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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クラッチケーブル、右ハンドル、
K-series、VX、1994年以前/
           Ford Live アクスル 1995年以降

\9,000本体価格(税別）

1台分 数量 : 1個
適合 :  VX & K-series 1994年以前 /
          S3 Classic (FORD) 後期
詳細 : インナーケーブル 900 mm
         アウターケーブル 770 mm

72610 クラッチケーブル、右ハンドル、
K-series、VX、1994年以降

\9,000本体価格(税別）

1台分 数量 : 1個
適合 :  VX / K-series / K-Classic (4速)
詳細 : インナーケーブル 690 mm
         アウターケーブル 535 mm

74515

クラッチケーブル、右ハンドル、
Seven 160、Sprint、Super Sprint

\22,000本体価格(税別）

1台分 数量 : 1個
適合 : Seven 160、Sprint、Super Sprint
詳細 : インナーケーブル 1070 mm
      　 アウターケーブル 870 mm

3GG049C エアフィルター、CATERHAM ロゴ、
Sigma 125HP 2006年以降

\10,500本体価格(税別）

1台分 数量 : 1個
適合 : S3 Sigmaエンジン、シングルスロットル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年以降
フィルター部が劣化してボロボロになっている
お車も多いのではないでしょうか?

36E073A

エアフィルター、Sigma 1600、R200

\6,000本体価格(税別）

1台分 数量 : 1個
適合 : FORD Sigma エンジンモデル、R200等
サイズ : 285 x 190 x 50 mm
※フィルター本体サイズを必ずご確認下さい

36E039A エアフィルター、S3 Sigma EU5 & 175、
Duratec、Seven 160、Sprint、
Super Sprint

\8,000本体価格(税別）

1台分 数量 : 1個
適合 : R300 (D)、R400 (D)、Seven 250、270、
Seven 160、Sprint、Super Sprint
サイズ : 217 x 166 x 34 mm
※フィルター本体サイズを必ずご確認下さい

30E178A

エアフィルター、K&N製(高品質)、
Duratec、Seven 160、Sprint、
Super Sprint

\15,800本体価格(税別）

1台分 数量 : 1個
適合 : R300 (D)、R400 (D)、Seven 250、270、
Seven 160、Sprint、Super Sprint
サイズ : 222 x 165 x 25 mm
防塵、吸入効率、耐久性に優れています。

30E211A エアフィルター、K&N製(高品質)、
Seven 270R、480R、620R、レース

\16,500本体価格(税別）

1台分 数量 : 1個
適合 : Seven 270R、480R、620R
サイズ : 224 x 168 x 25 mm

防塵、吸入効率、耐久性に優れています。

30E211B

エアフィルター、Seven 480、485

\19,000本体価格(税別）

1台分 数量 : 1個
適合 : Seven 480、485
サイズ  : 142 x 115 (ベース) x 80 (トップ) mm
円錐形状タイプ

3CE416A エアフィルター、K&N製(高品質)、
R500 & CSR Duratec トラック

\18,500本体価格(税別）

1台分 数量 : 1個
適合 : R500 (D)、CSR (D) トラックユース
サイズ  : 178 x 137 (ベース) x 111 (トップ)mm
円錐形状タイプ

39E173A
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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。


