
MIKI EXPRESS 　　取り扱い商品のご案内
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各種ご案内いたします！

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是非ご活用下さい。 20191223-ME
商品レファレンスナンバー

Moto-Lita ステアリング、ウッド、
14" (355φ)、Mark3、フラット、鋲打ち

\33,000本体価格(税抜）

Moto-Lita ステアリング + 専用ボス
+ センターキャップの3点セットは、まず初めに
アップグレードしたいマストアイテムです。
仕様 : ミディアムブラウン
(※ダークブラウンも特注対応可能です。)

1商品番号 Moto-Lita ステアリング、レザー、
14" (355φ)、Mark4、フラット

\33,000本体価格(税抜）

Moto-Lita ステアリング + 専用ボス
+ センターキャップの3点セットは、まず初めに
アップグレードしたいマストアイテムです。
仕様 : ブラックレザー
スポーツ仕様のモデルにはレザーがオススメ

2商品番号

Moto-Lita ステアリング、ウッド、
15" (381φ)、Classic 4、鋲打ち

\40,000本体価格(税抜）

Moto-Lita ステアリング + 専用ボス
+ センターキャップの3点セットは、まず初めに
アップグレードしたいマストアイテムです。
仕様 : ミディアムブラウン
(※ダークブラウンも特注対応可能です。)

3商品番号 Moto-Lita ステアリング、レザー、
15" (381φ)、Classic 4、
　　　　　　　　　　ブラックスポーク + 丸穴

\40,000本体価格(税抜）

Moto-Lita ステアリング + 専用ボス
+ センターキャップの3点セットは、まず初めに
アップグレードしたいマストアイテムです。
仕様 : ブラックレザー + スポーク
スポーツ仕様のモデルにはレザーがオススメ

4商品番号

Moto-Lita ステアリング、ウッド、
15" (381φ)、Classic 4、マホガニー

\49,000本体価格(税抜）

Moto-Lita ステアリング + 専用ボス
+ センターキャップの3点セットは、まず初めに
アップグレードしたいマストアイテムです。
仕様 : マホガニーウッド
ビンテージスタイルにはこちらがオススメ

5商品番号 ボスキット、Moto-Lita ステアリング、
ポリッシュ、ホーン、モーガン
                             1970 ～ '98年以前

\28,000本体価格(税抜）

Moto-Lita ステアリング + 専用ボス
+ センターキャップの3点セットは、まず初めに
アップグレードしたいマストアイテムです。
適合 : 1970年～1998年モデル対応
仕様 : ポリッシュ (ノーマルキャップは付属)

6商品番号

ボスキット、Moto-Lita ステアリング、
ポリッシュ、ホーン、モーガン
                                   1998 ～ '06年

\33,000本体価格(税抜）

Moto-Lita ステアリング + 専用ボス
+ センターキャップの3点セットは、まず初めに
アップグレードしたいマストアイテムです。
適合 : 1998年～2006年モデル対応
仕様 : ポリッシュ (ノーマルキャップは付属)

7商品番号 ボスキット、Moto-Lita ステアリング、
ブラック、ホーン、モーガン
                             1998 ～ '06年以前

\33,000本体価格(税抜）

Moto-Lita ステアリング + 専用ボス
+ センターキャップの3点セットは、まず初めに
アップグレードしたいマストアイテムです。
適合 : 1998年～2006年モデル対応
仕様 : ブラック (ノーマルキャップは付属)

8商品番号

ボスキット、Moto-Lita ステアリング、
ポリッシュ、ホーン、モーガン
                            2007年以降 (現行)

\33,000本体価格(税抜）

Moto-Lita ステアリング + 専用ボス
+ センターキャップの3点セットは、まず初めに
アップグレードしたいマストアイテムです。
適合 : 2007年以降、現行モデル対応
仕様 : ポリッシュ (ノーマルキャップは付属)

9商品番号 ボスキット、Moto-Lita ステアリング、
ブラック、ホーン、モーガン
                            2007年以降 (現行)

\33,000本体価格(税抜）

Moto-Lita ステアリング + 専用ボス
+ センターキャップの3点セットは、まず初めに
アップグレードしたいマストアイテムです。
適合 : 2007年以降、現行モデル対応
仕様 : ブラック (ノーマルキャップは付属)

10商品番号

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

MIKI PREPARATION & Co.表示価格は全て税抜きです。

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
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各種ご案内いたします！

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是非ご活用下さい。 20191223-ME
商品レファレンスナンバー

センターキャップ、ポリッシュ、モーガン
ウィング (初期ロゴ)

\22,000本体価格(税抜）

Moto-Lita ステアリング + 専用ボス
+ センターキャップの3点セットは、まず初めに
アップグレードしたいマストアイテムです。
モーガンウィングの初期ロゴが刻印された
美しいセンターキャップです。

11商品番号 センターキャップ (ホーンプッシュ)、ポ
リッシュ、モーガンウィング (初期ロゴ)

\25,000本体価格(税抜）

Moto-Lita ステアリング + 専用ボス
+ センターキャップの3点セットは、まず初めに
アップグレードしたいマストアイテムです。
モーガンウィングの初期ロゴが刻印された
美しいホーンプッシュです。

12商品番号

センターキャップ (ホーンプッシュ)、
ポリッシュ、モーガンウィング (後期ロゴ)

\36,000本体価格(税抜）

Moto-Lita ステアリング + 専用ボス
+ センターキャップの3点セットは、まず初めに
アップグレードしたいマストアイテムです。
モーガンウィングの後期ロゴが刻印された
美しいホーンプッシュです。

13商品番号 ボンネットストラップ、レザー、ブラック、
真鍮バックル、モーガン

\28,000本体価格(税抜）

特に人気のある純正オプションパーツのボンネット
ストラップです。バックル金属部にモーガンウィング
ロゴが刻印されています。ベルト裏面はフェルト生地
でボディーに傷が付く心配はいりません。
ボディーカラーに合わせてご案内の4種から、お好き
なタイプを選んで下さい。

14商品番号

ボンネットストラップ、レザー、ブラウン、
真鍮バックル、モーガン

\28,000本体価格(税抜）

特に人気のある純正オプションパーツのボンネット
ストラップです。バックル金属部にモーガンウィング
ロゴが刻印されています。ベルト裏面はフェルト生地
でボディーに傷が付く心配はいりません。
ボディーカラーに合わせてご案内の4種から、お好き
なタイプを選んで下さい。

15商品番号 ボンネットストラップ、レザー、ブラック、
クロームバックル、モーガン

\28,000本体価格(税抜）

特に人気のある純正オプションパーツのボンネット
ストラップです。レザーベルト上にモーガンウィング
ロゴがエンボスされています。ベルト裏面はフェルト
生地でボディーに傷が付く心配はいりません。
ボディーカラーに合わせてご案内の4種から、お好き
なタイプを選んで下さい。

16商品番号

ボンネットストラップ、レザー、ブラウン、
クロームバックル、モーガン

\28,000本体価格(税抜）

特に人気のある純正オプションパーツのボンネット
ストラップです。レザーベルト上にモーガンウィング
ロゴがエンボスされています。ベルト裏面はフェルト
生地でボディーに傷が付く心配はいりません。
ボディーカラーに合わせてご案内の4種から、お好き
なタイプを選んで下さい。

17商品番号 ボンネットステーキット、
ステンレススチール製、モーガン

\16,000本体価格(税抜）

純正オプションパーツです。
納車前のご提案アイテムとしていかがでしょう
か? あると嬉しい人気パーツの一つです。
キット内容 : 専用ステー (x2)、フィッティング
キット (x1)、簡単な取付け説明書

18商品番号

ラゲッジラック、ステンレススチール、
モーガン 2シーター(スペアホイール付)、
2/1998年以前

\98,000本体価格(税抜）

純正オプションパーツです。
仕様 : 2シーター(スペアホイール付き用)、
                                    1998年以前モデル
(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)

19商品番号 キーホルダー、モーガン、"Roadster"、
ブラックレザー

\1,800本体価格(税抜）

「Roadster」 の文字がデザインされたキレイな
メタルプレート付きのレザーキーホルダー。
サイズ : 78 x 37 mm (リングを除く)
材質 : ブラックレザー + メタルプレート

20商品番号

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

MIKI PREPARATION & Co.表示価格は全て税抜きです。

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。


