
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。 20200124-CJ
Ref. No.

ハンドブレーキスリーブ、
Seven Sprint、Super Sprint

\12,500本体価格(税別）

クロームが美しいクラシカルなハンドブレーキ
スリーブです。
適合 : Seven Sprint、Super Sprint専用パーツ

3L0B0001C (2020年 新製品)
ハンドブレーキグリップ、アルミ
(オールブラック)、1996年以降

\12,500本体価格(税別）

オールブラック + 「CATERHAM」ロゴの
グリップです。ノーマルから付替え(変更)で
手元の印象をレーシングにスタイルに！
適合 : 1996年以降、センターハンドブレーキ
          レバーモデル

6C0V0001A

(2020年 新製品)
ハンドブレーキグリップ、アルミ
(グレー)、1996年以降

\12,500本体価格(税別）

グレー + 「CATERHAM」ロゴのグリップです。
ノーマルから付替え(変更)で手元の印象を
レーシングにスタイルに！
適合 : 1996年以降、センターハンドブレーキ
          レバーモデル

300V0072A (2020年 新製品)
ハンドブレーキグリップ、アルミ
(ブラック)、1996年以降

\12,500本体価格(税別）

ブラック + 「CATERHAM」ロゴのグリップです
ノーマルから付替え(変更)で手元の印象を
レーシングにスタイルに！
適合 : 1996年以降、センターハンドブレーキ
          レバーモデル

300V0071A

ハンドブレーキグリップ、アルミ
(ポリッシュ)、1996年以降

\12,000本体価格(税別）

ポリッシュ + 「CATERHAM」ロゴのグリップで
す。ノーマルから付替え(変更)で手元の印象
をレーシングにスタイルに！
適合 : 1996年以降、センターハンドブレーキ
          レバーモデル

30V048A ハンドブレーキレバー、
グリップ&スイッチ付属、S3、SV & CSR
1996年以降

\12,500本体価格(税別）

ハンドブレーキレバー + ワーニングランプ
スイッチが付属します。お車の仕様に合わせ
て同ご案内の各アルミ製グリップへの変更を
ご検討下さい。
適合 : S3、SV & CSR 1996年以降

30B001B

ブレーキホースセット、ステンメッシュ、
Seven 160、Sprint、Super Sprint

\20,000本体価格(税別）

世界を代表するブレーキラインメーカー、
「GOODRIDGE グッドリッジ」製です。

詳細 : 標準、ノーマルパーツ

3GB111A ブレーキホース、シャーシ ～ アクスル、
ステンメッシュ、Seven 160、Sprint、
Super Sprint

\7,800本体価格(税別）

世界を代表するブレーキラインメーカー、
「GOODRIDGE グッドリッジ」製です。

詳細 : 標準、ノーマルパーツ

3GB064A

ブレーキホース、シャーシ ～ アクスル、
ステンメッシュ、Seven 160、Sprint、
Super Sprint

\7,800本体価格(税別）

世界を代表するブレーキラインメーカー、
「GOODRIDGE グッドリッジ」製です。

詳細 : 標準、ノーマルパーツ

3GB064B ブレーキホースセット、ステンメッシュ、
STDトラック + AP Racing 2 & 4ポット
キャリパー、2015年以降

\15,500本体価格(税別）

世界を代表するブレーキラインメーカー、
「GOODRIDGE グッドリッジ」製です。

詳細 : AP Racing 2 & 4ポッドキャリパー用
詳細 : 標準、ノーマルパーツ

77207

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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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。 20200124-CJ
Ref. No.

ブレーキホースセット、ステンメッシュ、
ワイドトラック + AP Racing 2 & 4ポット
キャリパー、Seven 270、480、620、
2015年以降

\20,000本体価格(税別）

世界を代表するブレーキラインメーカー、
「GOODRIDGE グッドリッジ」製です。

詳細 : AP Racing 2 & 4ポッドキャリパー用
詳細 : 標準、ノーマルパーツ

30B110A ブレーキホースセット、ステンメッシュ、
STDトラック + 2ポットキャリパー、
S3 De-Dion 2015年まで

\13,500本体価格(税別）

世界を代表するブレーキラインメーカー、
「GOODRIDGE グッドリッジ」製です。

詳細 : Girling 2ポッドキャリパー用
詳細 : 標準、ノーマルパーツ

77219

ブレーキホース、フロント、
ステンメッシュ、STDトラック + AP Racing
4ポットキャリパー、S3 2015年まで

\7,800本体価格(税別）

世界を代表するブレーキラインメーカー、
「GOODRIDGE グッドリッジ」製です。
詳細 : AP Racing 4ポッドキャリパー用
詳細 : Upgrade アップグレードパーツ
1台分 数量 : 2個

77204F ブレーキホースセット、ステンメッシュ、
STDトラック + AP Racing
4ポットキャリパー、S3 2015年まで

\17,500本体価格(税別）

世界を代表するブレーキラインメーカー、
「GOODRIDGE グッドリッジ」製です。

詳細 : AP Racing 4ポッドキャリパー用
詳細 : Upgrade アップグレードパーツ

30B109A

ブレーキホースセット、ステンメッシュ、
ワイドトラック + 2ポットキャリパー、
S3 De-Dion 2015年まで

\13,500本体価格(税別）

世界を代表するブレーキラインメーカー、
「GOODRIDGE グッドリッジ」製です。

詳細 : Girling 2ポッドキャリパー用
詳細 : Upgrade アップグレードパーツ

77210 ブレーキホース、フロント、
ステンメッシュ、ワイドトラック + 2ポット
キャリパー、S3 2015年まで

\5,600本体価格(税別）

世界を代表するブレーキラインメーカー、
「GOODRIDGE グッドリッジ」製です。
詳細 : Girling 2ポッドキャリパー用
詳細 : Upgrade アップグレードパーツ
1台分 数量 : 2個

77210F

ブレーキホースセット、ステンメッシュ、
ワイドトラック + AP Racing 4ポット
キャリパー、S3 De-Dion 2015年まで

\17,500本体価格(税別）

世界を代表するブレーキラインメーカー、
「GOODRIDGE グッドリッジ」製です。

詳細 : AP Racing 4ポッドキャリパー用
詳細 : Upgrade アップグレードパーツ

77209 ブレーキホースセット、ステンメッシュ、
AP Racing 4ポットキャリパー、
S3 VX Racing

\23,000本体価格(税別）

世界を代表するブレーキラインメーカー、
「GOODRIDGE グッドリッジ」製です。

詳細 : S3 VXR (ヴォクソールレーシング)
詳細 : 標準、ノーマルパーツ

77206

ブレーキホース、リア、ステンメッシュ、
3ウェイユニオン ～ リアキャリパー、
ロング、VXR

\7,000本体価格(税別）

世界を代表するブレーキラインメーカー、
「GOODRIDGE グッドリッジ」製です。

詳細 : S3 VXR (ヴォクソールレーシング)
詳細 : 標準、ノーマルパーツ

77201R ブレーキホースセット、ステンメッシュ、
ワイドドラック + AP Racing 4ポット
キャリパー、JPE only

\20,000本体価格(税別）

世界を代表するブレーキラインメーカー、
「GOODRIDGE グッドリッジ」製です。

詳細 : JPE (ジョナサンパーマーEvo)
詳細 : 標準、ノーマルパーツ

77204

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。


