CARBON PROTECTION FILMS
Center Strip Line
PCF7 L1

シングル センターライン カーボン調

PCF7 L2

ダブル センターライン カーボン調

（フロントからリアまで）
（フロントからリアまで）

…オープン価格
…オープン価格

ボディのストライプを高品質なカーボン調にする事で、車両に
更なるスタイリングアクセントを与えることを可能としました。
特殊ポリウ レ タ ン フ ィ ル ム カーボン調 米国製

Side Graphic Decal
PCF7 S

サイドケータハムデカール カーボン調

…オープン価格

（左右 SET）

ボディのサイドデカールを純正デザインのまま高品質
なカーボン調に変更する事が出来ます。スパルタンな印象
と共に、車両に更なるスタイリングアクセントを与えることを
可能としま し た 。
特殊ポリウ レ タ ン フ ィ ル ム カーボン調 米国製

国内標準装備パーツ

左上より
・アルミフロントナンバーステー
・リアハイマウントランプ

・アルミ 7 マーク リア ナンバーステー
・ウインドウスタンド用ミラー

・シグマノーマルストレートパイプ
※スタンシオンは F ウィンドウスクリーンの

無いモデルには取り付けられておりません。

●英国ケーターハム社正規輸入代理店●
純正オプションパーツは新車に一部標準装備されています。

お問い合わせはＰＣＩ正規代理店またはテクニカルセンター及び弊社まで。
http://www.caterham-cars.jp/
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ENGINE PARTS

EXTERIOR PARTS
Sports Air Cleaner

High Mount Stop Lamp

CTJ-H0013 / 0014

CTJ-S008

ハイマウントストップランプ

CTJ-S009

ハイマウントストップランプ LED ランプ付き

スポーツエアークリーナー RS200 & R200 シグマ

（S3 CSR ONLY:NOT SV）

CTJ-H0015 / 0016

（S3 CSR ONLY:NOT SV）

赤 0013 K&N 米国製 / 青 0014 JR フランス製

…オープン価格

スポーツエアークリーナー RS300 & R300 デュラテック

赤 0015 K&N 米国製 / 青 0016 JR フランス製

…オープン価格

純正エアーボックス交換用 ペーパータイプの湿式エアークリーナーです。吸気効率の向上を計ります。出力 AF 耐久性能試験合格品ですので、
交換しても新車の保証範囲内と認められます。（その他の製品、筒型等直接スロットルへの装着品はエンジン保証から排除されますので新車
の方はご注意ください。）

ベース

…¥37,800（税込）
…¥47,800（税込）

CTJ-S009 は新車に装着されている補助制動等です。高さ
調整が可能で、お好きな部位に設置出来ます。
GFRP ツーピース 黒色 日本製

Mirror Stansion Full Set
CTJ-H0010 カーボン スタンシオン カーボンミラー フルセット

Side Silencer / Side exhaust Muffler for 1.6L

…オープン価格

CTJ-H0011 ブラック スタンシオン ブラックミラー フルセット

…オープン価格

CTJ-H0012 シルバー スタンシオン ブラックミラー フルセット

…オープン価格

STD 触媒を残しマフラーのみ変更するタイプ
CTJ-S002

純正触媒

STD EX マニホールド

サイドマフラー シグマ（1.6L 専用）は、車検対応のストリート仕様サイレントタイプ。ノーマルのエキマニにボルトオン装着。
…オープン価格

騒音規制もクリアしており、スポーツサウンドを楽しめます。日本製
CTJ-S003

サイドマフラー シグマ（1.6L 専用）は、外観デザインは CTJ-S002 と同じですが車検非対応のサーキット専用品です。ノイズ
…オープン価格

は高く、レスポンス重視の旧式タイプ。日本製

High performance Side Exhaust System for 1.6L
CTJ-S004 サイドマフラー シグマ（1.6L 専用）
たこ足 キャタマフラーは、車検対応のストリート
仕様サイレントタイプ。日本製
CTJ-S005

…オープン価格

サ イ ド マ フ ラ ー シ グ マ（1.6L

ウィンドウスクリーンのサイドバーを使用して、合法的に後方視界を改善する為の専用設計品です。ミラーは通常の市販品とは異なり表面から緩み
止め、角度調整が出来る様になっています。ミラーは安全凸型を使用しており、安全性を高めています。CTJ-H0011 及び H0012 はロードスポーツ
RS200,RS300 の国内標準装着パーツです。CFRP / GFRP 日本製 基本的にセット販売のみとさせて頂きます。故障・破損時の補修は可能です。

Towing Hook Front / Rear
CTJ-H003 牽引フック フロント / リア共通 …オープン価格
ケータハム JAF 規定適合品 安全に牽引を行えます。標準
のフックは小さく、サーキットの砂場等から出す際に支障を
きたさぬよう設計されています。フロント用 / リア用共通。
取付はボルトオンで脱着出来ます。
日本製 スチール 赤色

ボルトオンで脱着出来ます。

CLEAR PROTECTION FILMS
※写真は場所を説明するため色がついていますが、実際の製品はクリアーフィルムとなります。
③

専用）たこ足 キャタマフラーは、外観デザイン

は CTJ-S004 と同じですが車検非対応のサー

キット専用品です。ノイズは高く、レスポンス
重視の旧式タイプ。日本製

②

①

…オープン価格

High performance Exhaust System for 2.0L

③

CTJ-S006

R500

④

②

ストリート エキマニ 4in1 + 集合 サイレンサー フルセット

R500 の国内標準仕様です。

ピーキーなサイドマフラーをより高度なテクニックにて集合させ、後方排気にする

ことで中低速のトルクを上げ、乗りやすくさらにパワフルな仕様となりました。特殊
触媒を使用して、規制をクリアしています。日本製
CTJ-S007

R300 RS300 スポーツ仕様 ストリート

サイレンサー フルセット

R500 のスポーツ仕様です。

…オープン価格

エキマニ 4in1 + 集合

外観デザインは CTJ-S006 と同じですが、内部が異なり、基本的にサーキット用
です。日本製

…オープン価格

⑤⑥

PF7A ①ボンネットフードエッジ（5 ピース）
…オープン価格
PF7B ②フロントノーズコーン
…オープン価格
PF7C ③フロントフェンダーサイクル SET
…オープン価格
PF7D ④リアフェンダー SET
（リアストーンガード無い場合のみ）
…オープン価格
PF7E ⑤リアストーンガード SET
（MYʼ10〜）
…オープン価格
PF7F ⑥リアストーンガード SET
（〜MYʼ10）
…オープン価格

クリアプロテクションフィルムは、1 枚の特殊フィルムを塗装面をコーティングすることで、飛び石やキズから愛車を守る新しい発想のボディー保護
アイテム。カッティングシートのフィルム類とは完全に異なる、ボディ保護用の為に開発されたフィルムです。光沢が有るためカーボン部に施工
しますと艶が出ます。また、
UV をカットするため黄ばみを押さえます。別途施工費用が発生します。施工費用はディーラーにお問い合せください。
新車納入時の施工であれば施工費用に出張費がかからないため、お求め易くなります。 特殊ポリウレタンフィルム クリアー 米国製

