CATERHAM SEVEN160/160S
160 標準仕様 ¥4,070,000 〜 ( 消費税 10% 含 )

コンポジットパネル（ノーズコーン･サイクルウイング･リアウイング）ブラック･レッド･グリーン･イエロー
コンポジットエアロスクリーン / エアロフィラーキャップ / クロスシート(運転席のみ前後調整式）/ 14インチスチールホイール
MOTOLITAステアリングホイール

160S ¥4,400,000 〜 ( 消費税 10% 含 )

スズキ製660cc直列3気筒エンジンをわずか490kg
（乾燥重量）
の車体に搭載し、
新型ライブアクセルを採用したこの車は、
ケータハムのラインナップの中で、
最も身近に楽しむことができるセブンです。
セブンのライブアクセルリアサスペンションと
コンパクトエンジンは、初期セブンのパイオニア精神を体現しており、
日本でのセブンシリーズのエントリーポイントを代表
するモデルといえるでしょう。サイズ、
エンジン排気量ともに日本の軽自動車規格を満たすよう、特別に設計されたこの新型
車は、軽自動車部門に新水準のドライビングの楽しさを導入するものとなっています。

全 長
3,100mm
全 幅
1,470mm
全 高
1,090mm
エンジン
スズキ製 K6A 型
排気量
658cc
ボアストローク 68×60.4
使用燃料
95＋(RON)
燃料タンク
36L

160専用

スポーツエアクリーナー
￥62,040-（税込)

160専用

純正の吸気パイプはタービンまでの距離が長く、
エキ
マニの真上を通るため吸気効率が悪くなります。可能
な限り最短距離で冷えたエアをタービンに供給しま
す。別売のエキゾーストマニホールドと触媒ストレート
パイプとの同時装着で更なるレスポンスアップが期待
できます。

160専用

アジャスタブルサスペンションキット
¥324,500(税込)
全長調整式及び減衰力30段階調整式で、ストリート
からサーキット走行まで最上のスペックで最適なセッ
ティングが可能。
ワインディング・サーキットでテストを
重ね、
スポーティなハンドリングや切れ目のないトラク
ション確保も秀逸。
フロント：3kg/mmリア：3kg/mm。
オーバーホール可能。

160専用

ブーストメーター
¥12,100(税込)
純正と同径52φのブーストメーター。
機械式のため、別売￥3,240（税込）のフィッティング
キットが必要です

レザーシート貼替え
¥52,800(税込)〜/1脚
本革にきわめて近似した触り心地と質感、防汚性・対
候性を兼ね備えたPVC レザー。108 色と豊富なカ
ラーバリエーションで色の組合せやステッチの仕様等
の変更が可能です。
オーダーメイドにつきお問合せ下
さい。

エキゾーストマニホールド
¥106,480(遮熱板無し)

160専用

機械式LSD
¥104,500(税込)
SEVEN160用1.5way
ハード/スタンダード/ソフトより選択可

触媒ストレートパイプ
¥48,400(税込)

160専用

160専用

ブレーキパッド
Front : ¥26,180(税込)

160専用

低ダストと初期制動タッチに重点を置いた
スポーツパッド

走行時の風巻き込み防止の役目をするウィンドディフ
レクター。角度調整が可能です。
画像のプラスチックヒンジは別売（￥864/4個）
とな
ります。

80ps/7000rpm
10.9/3400rpm
160km/h
6.9sec
163PS/t
ソリッドディスク
ドラムブレーキ
F:R 4.5J-14

スポーツサウンドマフラー
¥96,800(税込)

アルミホイール/Hayashi Street ver.CTH
¥31,900(税込)/1本
14×5.0J 純正スチールホイールより0.5インチ広
いリム幅を採用し、
トレッドを広げることでコーナリン
グ安定性を向上。
14×5.0J 4.6kg/1本
（純正ホイール14X4.5J 6.4kg/1本)

クイック・リリース・ボールロック・システム
ラフィックスⅡ
¥49,500(税込)
モモ/スパルコ/ナルディピッチの12穴汎用タイプ。
ケーターハム標準装着のモトリタ用変換アダプター
付属。

フロアマット L&Rセット
¥12,100(税込)
レッド / ブルー / グリーン / ホワイト / グレー
ブラウン / イエロー / ピンク / オレンジ

スマートフォンホルダー
¥9,350(税込)

ブルーワイドルームミラー
¥19,800(税込)

度、軽量、機能性を追求するためアルミ材を使用。ス
ムーズな動きと小型化を実現。
横幅55mm〜100mmまで（推奨奥行22mmまで）
のほとんどの機種（iPhone、スマートフォン）および
6.5インチまでのポータブルカーナビ等をホールド。

純正よりも高い位置に取付できるため、左前方の視界
が格段にアップします。なおかつブルーワイドのため
後方の視認性がアップするとともに、防眩効果も抜群
です。死角が大幅に軽減されます。

LEDヘッドランプバルブ H4W
¥30,800(税込)/1台分

スイッチサインシール
1,650(税込)

H4W規格のバルブに適合。6500ケルビンの白色発
光、車検対応モデル。夜間ドライブの多いオーナーに
お奨め、他車へのPRも含め純正とは比較にならない
明るさを実現。LEDポジションバルブ（税別3600円
相当）付属。

本来スイッチ類表示の無いスーパーセブンに､分かり
易いスイッチ・サインシールをご用意いたしました｡
両面テープにて貼付け｡

純正ハロゲン

BLSアジャスタブル・ウィンド・ディフレクター
¥42,900(税込)

最高出力
最大トルク
最高速
0-100km 加速
Power to weight
フロントブレーキ
リアブレーキ
ホイールサイズ

パイプ径を5mm太くすることで排気効率をアップ。
低温を効かせた乾いた音質にチューン
Track Use Only

抵抗となる触媒部分を最短距離で排気させます。
別売のエキゾーストマニホールドと
スポーツエアクリーナーとの同時装着で更なるレス
ポンスアップが期待できます。
Track Use Only

等長タイプのEXマニで、排気効率を向上させます。
別売の触媒ストレートパイプとスポーツエアクリー
ナーとの同時装着で更なるレスポンスアップが期待
できます。

160専用

トランスミッション
スズキ製 mr60 5MT
フロントサスペンション Double wishbone
リアサスペンション
Multi-link Live axle
フロントタイヤサイズ 155/65R14
リアタイヤサイズ
155/65R14
ホイールベース
2,225mm
最低地上高
100mm
車両重量
490kg

シェイドトップ
¥27,280(税込)
簡易タイプの日除け幌。80km 以上での連続走行や
強風の場合は、使用をお控え下さい。旧年式のモデ
ルやロールバー形状差により型取りが必要な場合は
1日程度の車両預かりで作成も可能です。

LED

ハーフサイドカーテン
¥26,400(税込)
耐候性を考慮し、特殊車両のルーフ等に使用されて
いるPVCレザーを採用しております。
上部には硬い芯を要れたるみを
解消。純正トノカバーのホック部
に固定します。

消費税率10%での価格表記となっております。

ケータハム東名横浜

(有)アウトモーダ

〒 252-0302 神奈川県相模原市南区上鶴間2-6-3 TEL:042-702-9526

www.open-cars.jp

CATERHAM SEVEN270/270S/270R
270 標準仕様

¥5,390,000 〜 ( 消費税 10% 含 )

1.6 Ford Sigma エンジン 135ps / 5スピードギアボックス / ドディオンリアサスペンション / Series3（ナローボディー） / エアロフィラーキャップ
（シルバー、
ブラックからの選択）
無塗装アルミボディー ※3 + コンポジットパネル ※4 ブラック､レッド､グリーン､イエロー(コンポジットパネル) / ラバーフロアマット / トンネルサイドカーペット
プッシュボタンスタート / 3点式シートベルト / イモビライザー / ロードサスペンション(ナローフロントサスペンション / フロントアンチロールバー
スタンダードビルシュタインダンパースプリング荷重80kg）/ 14インチ Classic シルバーアロイホイール + 185/60タイヤ / コンポジットエアロスクリーン + コンポジットミラー
クロスシート
（ドライバーズシートのみ前後調節式）/ MOTOLITAステアリングホイール / アルミギアノブ

270S ¥5,720,000 〜
270R ¥5,940,000 〜
( 消費税 10% 含 )

フォード製シグマ1.6Lエンジンを540kg
（乾燥重量）
の車体に搭載し、
ドディオンアクスルを採用したこの車は、
ケータハムのラ
インナップの中でスタンダードと呼ぶに相応しいセブンです。
1.6ℓのエンジンはどの回転域からアクセルを踏んでも十分なトル
クと軽快なレスポンスでドライバーの気持ちに応えてくれ、
ケータハムならではのドライビング・プレジャーを堪能できます。
標準
仕様として14インチホイール、
5速ギアボックス、
コンポジットエアロスクリーン、
クロスシートを備えており、
豊富なオプションと
カラーによりお好みのセブンに仕立てることが可能です。

3,100mm
全 長
1,575mm
全 幅
1,115mm
全 高
1.6 Ford Sigma
エンジン
1596cc
排気量
ボアストローク 79×81.4
95＋(RON)
使用燃料
36L
燃料タンク

スポーツエキゾースト4in1サイレンサー
¥407,000(税込)

スポーツエアクリーナー
¥83,600(税込)
SEVEN270/250/Roadsport200/Superlight R200用
フレッシュエアーを可能な限り短距離でより速くより効率よ
く吸入できるように位置や取回し､クリーナー容量を設計｡
遮熱版及びバッテリー移設ステー付属｡ミッションケースの
真上にある純正とは､格段にアップしたレスポンスを体感で
きます｡弊社測定値：純正比馬力で約10馬力アップ､トルク
で約1.1kgアップ 別売：日本製小型バッテリー

機械式LSD
¥155,100(税込)
BMW Diff用 1.5way
オイルシールキット別売。

低ダストと初期制動タッチに重点を置いた
スポーツパッド

SSR Mk-Ⅱ/Mk-Ⅲ
13インチ ¥42,900〜(税込) /１本〜
14インチ ¥46,200〜(税込) /１本〜
15インチ ¥53,900〜(税込) /１本〜
13/14/15inchのディスク設定あり､オーダーにて
組み付けとなります｡
納期等詳細はお問い合わせ下さい｡

レザーシート貼替え
¥52,800(税込)〜/1脚
本革にきわめて近似した触り心地と質感、防汚性・対
候性を兼ね備えたPVC レザー。108 色と豊富なカ
ラーバリエーションで色の組合せやステッチの仕様等
の変更が可能です。
オーダーメイドにつきお問合せ下
さい。

クイック・リリース・ボールロック・システム
ラフィックスⅡ
¥49,500(税込)
モモ/スパルコ/ナルディピッチの12穴汎用タイプ。
ケーターハム標準装着のモトリタ用変換アダプター
付属。

フロアマット L&Rセット
¥12,100(税込)
レッド / ブルー / グリーン / ホワイト / グレー
ブラウン / イエロー / ピンク / オレンジ

5MT(6MToption)
Double wishbone
A-frame
185/60R14
185/60R14
2,225mm
100mm
540kg

P.C.D.108

走行時の風巻き込み防止の役目をするウィンドディフ
レクター。角度調整が可能です。
画像のプラスチックヒンジは別売（￥864/4個）
とな
ります。

シェイドトップ
¥27,280(税込)
簡易タイプの日除け幌。80km 以上での連続走行や
強風の場合は、使用をお控え下さい。旧年式のモデ
ルやロールバー形状差により型取りが必要な場合は
1日程度の車両預かりで作成も可能です。

135ps/6800rpm
16.8/4100rpm
195km/h
5.0sec
250PS/t
ソリッドディスク
ソリッドディスク
F:R 6.0J-14

アジャスタブルサスペンションキット
¥324,500〜(税込)
全長調整式及び減衰力30段階調整式で、ストリート
からサーキット走行まで最上のスペックで最適なセッ
ティングが可能。
ワインディング・サーキットでテストを
重ね、
スポーティなハンドリングや切れ目のないトラク
ション確保も秀逸。
フロント：3kg/mm〜、
リア：3kg/mm〜
オーバーホール可能。

純正タイコ内パイプ径42mmに対し、
1600㏄エンジンに
最適のマッチングとされる50mmのパイプ径を設定し排気
効率をアップ。
タイコ部分も短くし太くすることで乾いた音
質にサウンドチューンした排気音を演出します。
ボルトオン
で簡単に交換可能です。SUS304オールステンレス製。
Track Use Only 別売のエアクリーナーとの同時装着で
相乗効果が期待できます。

アルミホイール：Eq03-S7
¥44,000(税込) /１本〜

Panasport Formula One/FS
13インチ ¥46,200〜(税込) /1本〜
14インチ ¥49,500〜(税込) /1本〜
15インチ ¥56,100〜(税込) /1本〜

スーパーセブン専用の14 インチディスクと､伝統的
な軽量ステップリムとの組合せで5.5 〜 11.5JJ ま
でのリム幅の選択を可能にしました｡
4H-108のみ対応 オーダーにて組み付け(リム幅で
価格が異なります)14X6.0 5.2kg Roadsport
純正アルミ(5.8kg) 純正比 約10% 軽量

８スポークホイールでは定評のあるパナスポーツ｡
フォ ー ミュラ ー ワ ン F S の ケ ー タ ハ ム 用 は
13/14/15inchの各設定があります｡
詳細はお問い合わせ下さい｡

スマートフォンホルダー
¥9,350(税込)

ブルーワイドルームミラー
¥19,800(税込)

度、軽量、機能性を追求するためアルミ材を使用。ス
ムーズな動きと小型化を実現。
横幅55mm〜100mmまで（推奨奥行22mmまで）
のほとんどの機種（iPhone、スマートフォン）および
6.5インチまでのポータブルカーナビ等をホールド。

純正よりも高い位置に取付できるため、左前方の視界
が格段にアップします。なおかつブルーワイドのため
後方の視認性がアップするとともに、防眩効果も抜群
です。死角が大幅に軽減されます。

LEDヘッドランプバルブ H4W
¥30,800(税込)/1台分

スイッチサインシール
1,650(税込)

H4W規格のバルブに適合。6500ケルビンの白色発
光、車検対応モデル。夜間ドライブの多いオーナーに
お奨め、他車へのPRも含め純正とは比較にならない
明るさを実現。LEDポジションバルブ（税別3600円
相当）付属。

本来スイッチ類表示の無いスーパーセブンに､分かり
易いスイッチ・サインシールをご用意いたしました｡
両面テープにて貼付け｡

純正ハロゲン

BLSアジャスタブル・ウィンド・ディフレクター
¥42,900(税込)

最高出力
最大トルク
最高速
0-100km 加速
Power to weight
フロントブレーキ
リアブレーキ
ホイールサイズ

スポーツサウンドマフラー
107,800(税込)

ノーマルエンジン､ノーマルＥＣＵ のままで
135ps/6200rpmを可能にした､レスポンスのいいサ
イドエキゾーストのキット(フルキット)です｡
Track Use Only

ブレーキパッド
Front : ¥26,180(税込)

トランスミッション
フロントサスペンション
リアサスペンション
フロントタイヤサイズ
リアタイヤサイズ
ホイールベース
最低地上高
車両重量

LED

ハーフサイドカーテン
¥26,400(税込)
耐候性を考慮し、特殊車両のルーフ等に使用されて
いるPVCレザーを採用しております。
上部には硬い芯を要れたるみを
解消。純正トノカバーのホック部
に固定します。

消費税率10%での価格表記となっております。

ケータハム東名横浜

(有)アウトモーダ

〒 252-0302 神奈川県相模原市南区上鶴間2-6-3 TEL:042-702-9526

www.open-cars.jp

