
MIKI EXPRESS 　　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。 20200707-ME
Ref. No.

ポロシャツ、ジムクラーク、グリーン、
Sサイズ
素材 : ピケコットン 100%

\12,000本体価格(税別）

右袖 : チーム・ロータス、ロゴ刺繍

左胸 : ジムクラークのサイン、白刺繍

左袖 : The Jim Clark Museum、白刺繍

肩幅 : 44cm、身幅 : 50cm、総丈 : 74cm

サイズ感大きめです。

サイズには若干の誤差があります。

1商品番号 ポロシャツ、ジムクラーク、グリーン、
Mサイズ、
素材 : ピケコットン 100%

\12,000本体価格(税別）

右袖 : チーム・ロータス、ロゴ刺繍

左胸 : ジムクラークのサイン、白刺繍

左袖 : The Jim Clark Museum、白刺繍

肩幅 : 48cm、身幅 : 55cm、総丈 : 76cm

サイズ感大きめです。

サイズには若干の誤差があります。

2商品番号

ポロシャツ、ジムクラーク、
エキュリーエコス、ネイビー、Sサイズ
素材 : ピケコットン 100%

\12,000本体価格(税別）

右袖 : チーム・ロータス、ロゴ刺繍

左胸 : ジムクラークのサイン、白刺繍

左袖 : The Jim Clark Museum、白刺繍

肩幅 : 44cm、身幅 : 50cm、総丈 : 74cm

サイズ感大きめです。

サイズには若干の誤差があります。

3商品番号 ポロシャツ、ジムクラーク、
エキュリーエコス、ネイビー、Mサイズ
素材 : ピケコットン 100%

\12,000本体価格(税別）

右袖 : チーム・ロータス、ロゴ刺繍

左胸 : ジムクラークのサイン、白刺繍

左袖 : The Jim Clark Museum、白刺繍

肩幅 : 48cm、身幅 : 55cm、総丈 : 76cm

サイズ感大きめです。

サイズには若干の誤差があります。

4商品番号

ソフトシェルジャケット、ジムクラーク、
ネイビー、Mサイズ
素材 : ポリエステル 100%

\22,000本体価格(税別）

右袖 : チーム・ロータスロゴ、刺繍

左胸 : ジムクラークのサイン、白刺繍

　　　　The JIM CLARK TRUST、シルバーグレー刺繍

左袖 : The Jim Clark Museum、シルバーグレー刺繍

背面 : ジムクラークのサイン、ネイビー刺繍

肩幅 : 43cm、身幅 : 54cm、総丈 : 74cm

サイズには若干の誤差があります。

5商品番号 ソフトシェルジャケット、ジムクラーク、
ネイビー、Lサイズ
素材 : ポリエステル 100%

\22,000本体価格(税別）

右袖 : チーム・ロータスロゴ、刺繍

左胸 : ジムクラークのサイン、白刺繍

　　　　The JIM CLARK TRUST、シルバーグレー刺繍

左袖 : The Jim Clark Museum、シルバーグレー刺繍

背面 : ジムクラークのサイン、ネイビー刺繍

肩幅 : 45cm、身幅 : 57cm、総丈 : 78cm

サイズには若干の誤差があります。

6商品番号

Tシャツ、ジムクラーク、グリーン、
Sサイズ
素材 : コットン 100%

\9,000本体価格(税別）

左胸 : ジムクラークのサイン、プリント

         The Jim Clark Trust、プリント

右胸 : チーム・ロータスロゴ、プリント

左袖 : F1 World Champion 1963 AND 1965

Winner 1965 Indianapolis 500　Jim Clark Museum、プリント

肩幅 : 41cm、身幅 : 47cm、総丈 : 69cm

サイズには若干の誤差があります。

7商品番号 Tシャツ、ジムクラーク、グリーン、
Mサイズ
素材 : コットン 100%

\9,000本体価格(税別）

左胸 : ジムクラークのサイン、プリント

         The Jim Clark Trust、プリント

右胸 : チーム・ロータスロゴ、プリント

左袖 : F1 World Champion 1963 AND 1965

Winner 1965 Indianapolis 500　Jim Clark Museum、プリント

肩幅 : 43cm、身幅 : 49cm、総丈 : 69cm

サイズには若干の誤差があります。

8商品番号

Tシャツ、ジムクラーク、グリーン、
Lサイズ
素材 : コットン 100%

\9,000本体価格(税別）

左胸 : ジムクラークのサイン、プリント

         The Jim Clark Trust、プリント

右胸 : チーム・ロータスロゴ、プリント

左袖 : F1 World Champion 1963 AND 1965

Winner 1965 Indianapolis 500　Jim Clark Museum、プリント

肩幅 : 46cm、身幅 : 51cm、総丈 : 71cm

サイズには若干の誤差があります。

9商品番号 ベースボールキャップ、ジムクラーク、
フリーサイズ
素材 : コットン 100%

\6,000本体価格(税別）

前部 : ジムクラークのサイン、刺繍

　　　　THE JIM CLARK TRUST、刺繍

後部 : F1 world champion 1963&1965

         winner 1965 indianapolis 500、刺繍

10商品番号

Tel.03-3521-0155 / Fax 03-3521-0158
MIKI PREPARATION & Co.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。



MIKI EXPRESS 　　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。 20200707-ME
Ref. No.

ピンバッチ、ジムクラーク

\600本体価格(税別）

ジムクラークのブルーヘルメットをモチーフにした

丸型ピンバッチ

バタフライ式ストッパー

直径 : 2.5cm

厚さ : 1.5mm

11商品番号 コースターセット、4枚組、ジムクラーク

\4,000本体価格(税別）

9.5cm x 9.5cm

12商品番号

コースターセット、4枚組、
ジムクラークルーム

\7,500本体価格(税別）

直径 : 8cm

ニュー・オールドストック品、レアアイテム

13商品番号 洋書、ジムクラーク、
トリビュートトゥアチャンピオン

\16,000本体価格(税別）

絶版、希少本につき、多少のダメージは

ご容赦願います。

NC/NRでお願いします。

14商品番号

モータースポーツ・フォトグラフィー、
フレーム入り
ジムクラーク＆チャップマン、ブリティッ
シュGP 1962年

\12,000本体価格(税別）

フレームサイズ : 約38cm x 30cm

15商品番号 モータースポーツ・フォトグラフィー、
フレーム入り
ジムクラーク、シルバーストーン、1965年

\12,000本体価格(税別）

フレームサイズ : 約38cm x 30cm

16商品番号

モータースポーツ・フォトグラフィー、
フレーム入り
ザントフォールト、オランダGP、ジムク
ラーク 1967年

\12,000本体価格(税別）

フレームサイズ : 約38cm x 30cm

17商品番号 モータースポーツ・フォトグラフィー、
フレーム入り
ジムクラーク & コーリンチャップマン、
1967年

\12,000本体価格(税別）

フレームサイズ : 約38cm x 30cm

18商品番号

モータースポーツ・フォトグラフィー、
フレーム入り
ジムクラーク、ホームF1最終勝利、
ブリティッシュGP、1967年

\12,000本体価格(税別）

フレームサイズ : 約38cm x 30cm

19商品番号 プリント、フレーム入り、ジムクラーク、
「ラストUKレースアピアランス」、
作者直筆サイン入り

\25,000本体価格(税別）

サイズ : 約74.5cm x 55cm

20商品番号

Tel.03-3521-0155 / Fax 03-3521-0158
MIKI PREPARATION & Co.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。


