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SUSPENSION
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DRIVE TRAIN

ENGINE

INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR
ENGINE
DRIVE TRAIN
SUSPENSION
ELECTRIC

￥2,415

MINI DELTA タンニンレザーキーケース サイドVer.

￥5,250

MINI DELTA タンニンレザーキーケース

￥8,400

キーホルダー

￥1,890

Bon Racingキーホルダー

￥1,575

ミニクーパーキーホルダー

￥630

シフトノブや室内、ヘルメットなど活用場
所を選ばない。直径 25mm。

15mm × 8mm サイズのユニオンフラッグ
ピンバッジ。

29mm × 15mm サイズの MkⅠピンバッジ。

25mm × 17mm サイズの MORRIS ピン
バッジ。

DINKYSPEED レーシングミニに使われて
いるデザインを活用。140mm × 47mm
サイズ。

最高級『栃木レザー』使用のハンドメイド
キーカバー。エンジン・ドア・ガソリンキー
用の 3 本セット。

最高級『栃木レザー』使用のハンドメイド
キーカバー。エンジン、ドア、ガソリンキー
用の 3 本セット。

レザーとメタルのコンビネーションキーホ
ルダー。英国の気品漂う仕上げ。

カーボン綾織り本体にボン・レーシングの
ロゴ入りキーホルダー。ロゴのカラーは 4
色の中から選択。

英国直輸入のキーホルダー。20 種類。サ
イズ：横約 5cm、縦約 3.7cm。

ディンキー・インコーポレーション
TEL.053-461-6132

ガレージ DOT4
TEL.049-246-6832

ガレージ DOT4
TEL.049-246-6832

ガレージ DOT4
TEL.049-246-6832

ディンキー・インコーポレーション
TEL.053-461-6132

ミニデルタ
TEL.06-6333-7400

ミニデルタ
TEL.06-6333-7400

スタンモアー
TEL.042-208-1132

ボン・レーシング
TEL.072-336-3219

G.B.STREET
TEL.050-3524-6775

UJ クッション（S）

UJ クッション（L）

CABANA クッション

ツーリングＢＯＸ

オリジナルトーションプレート

スニーカー型キーリング

ミニデルタオリジナルストラップ

ミニデルタオリジナルキーホルダー

デルタオリジナル MINI JACK 2011チャーム

デルタオリジナル MINI DELTA 2011チャーム

￥2,415

￥1,050

￥630

￥1,890

￥2,940

￥525

￥525

￥1,260

￥1,575

￥5,980

220mm × 220mm。ミニの車内やお家の
インテリアにも。

サイズは 400mm × 400mm。インテリア
のオシャレ度アップ。

ひとつひとつ手作りのていねいな仕上げ。
車内インテリアに欠かせないおしゃれアイ
テム。

当時のリプロ品。もしものためにアクセル
ケーブルやベルトなどを入れておく箱（厚
紙でしっかりとしてる）
。サイズ：180mm
× 115mm × 110mm。

フロントガラスに貼るトーションプレー
ト。商品価格のうち 300 円は震災の寄付金
となる。

LONDON のロゴの入ったスニーカー型
キーリング。鍵と一緒にオシャレを演出。

最高級『栃木レザー』のハンドメイドスト
ラップ。手作りの本革製でしっくりと馴染
んで味わい深いツヤが出てくるのが特徴。

最高級『栃木レザー』のハンドメイドキー
ホルダー。手作りの本革製でしっくりと馴
染んで味わい深いツヤが出てくるのが特
徴。

MINI JACK でプレゼントしたデルタオリ
ジナル限定チャーム。MINI JACK に行け
なかった方必見！

デルタオリジナルの限定品。かわいいミニ
の形をしたチャーム。MINI deLTa 2011
の文字入り。

キングスロード本店
TEL.072-338-3232

キングスロード本店
TEL.072-338-3232

トップセレクション
TEL.03-6659-2631

ガレージ J&B
TEL.0566-83-5232

ハイウェイブ
TEL.055-925-8887

キングスロード名古屋北店
TEL.0568-71-5905

ミニデルタ
TEL.06-6333-7400

ミニデルタ
TEL.06-6333-7400

ミニデルタ
TEL.06-6333-7400

ミニデルタ
TEL.06-6333-7400

ライフライン 消火器 2.4リットル

ライフライン 消火器 1.75リットル

ライフライン 消火器 1.0リットル

オイルフィルター 灰皿（小物入れ）

ティッシュカバー

RAC キーホルダー

AA キーホルダー

SPEEDWELL KEY FOB

オリジナル キーホルダー

スニーカー型キーリング

￥18,900

￥16,800

￥14,700

￥1,050

￥3,360

￥1,890

￥315

￥1,260

￥1,260

￥2,415

高性能 AFFF 使用の消化器。クルマにも優
しい。

使用済オイルフィルターを灰皿に加工した
もの。灰皿や小物入れ等、お好きな用途に。

使いたい時にすぐに手が届く。

レザーを縫い合わせるステッチの色、レ
ザーの質、すべてにこだわって製作。中央
のオーナメントもグリルバッジを忠実に再
現。

レザーを縫い合わせるステッチの色、レ
ザーの質、すべてにこだわって製作。中央
のオーナメントもグリルバッジを忠実に再
現。

SPEEDWELL ライセンスアイテム。質感
の高いレザーにメタルバッチをあしらった
シンプルな KEYFOB。

ロゴ入りオリジナルキーホルダー。レザー
の真ん中のロゴ部分を開けると、ネームプ
レートになっている。

ベアー型にユニオンジャックをあしらった
キーホルダー。

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

スズキスピード
TEL.042-951-7200

キングスロード本店
TEL.072-338-3232

三和トレーディング
TEL.03-3521-5881

三和トレーディング
TEL.03-3521-5881

ディンキー・インコーポレーション
TEL.053-461-6132

キングスロード名古屋北店
TEL.0568-71-5905

キングスロード名古屋北店
TEL.0568-71-5905

Km & Mile カウンター（オイルカウンター付き）

Km & Mile カウンター（オイルカウンターなし）

DINKY NEO ミニカブリオレ灰皿

スライド灰皿

タートル ライセンスケース

H.S.C.C クロスバッチ（リプロ）

モーリスマイナー1000 アドバッジ

BMC キーホルダー

カーボン キーホルダー（携帯ストラップ付き）

Hormonize レザードアキーカバー

￥4,200

￥1,575

￥1,050

￥840

￥1,890

￥2,625

￥10,500

￥1,260

￥1,995

￥600

ドリンクホルダーにスッポリはまる陶器製
ミニ。直径、高さ共約 9cm。灰皿以外にも
ペンスタンド等用途は多数。カラーは黒と
白の 2 色。

スライド式の灰皿。

A4 サイズの車検証入れ。ドアポケット内
に納まるよう三つ折りになるコンパクトタ
イプ。

英国の名門ヒストリックカークラブのクロ
スエンブレムを当時物から忠実再現。サー
キットコートやレーシングスーツに付けて
楽しもう。

モーリスマイナー 1000 の宣伝用バッジ。
本体直径 220mm。

'60 年代イギリスの BMC ディーラーで販
促用に配られていたものをアレンジ製作。
BMC マーク入り。

カーボン製キーホルダー。ポケットに入れ
ても邪魔にならない大きさ。さりげないお
洒落にオススメ。携帯ストラップ付き。

イタリアンサドルレザーで製作したミニの
ドアキー
（FS キー）
専用キーカバー。ブラッ
ク、チョコ、キャメル、レッド、グリーン
の 5 色。

キングスロード名古屋北店
TEL.0568-71-5905

キングスロード名古屋北店
TEL.0568-71-5905

ディンキー・インコーポレーション
TEL.053-461-6132

ジャンスピード
TEL.06-6418-7278

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

ディンキー・インコーポレーション
TEL.053-461-6132

スタンモアー
TEL.042-208-1132

J.M.S.A
TEL.076-292-1132

三和トレーディング
TEL.03-3521-5881

ブルーウイング
TEL.0770-23-5507

ユニオンジャック ファスナーワレット

ユニオンジャック総柄ポーチ

ユニオンジャックポーチ

ユニオンジャック カードケース

サンシェード

DINKY ジャケットエンブレム（L）

DINKY ジャケットエンブレム（S）

SPEEDWELL クロスエンブレム（角型）

SPEEDWELL クロスエンブレム（Lサイズ）

SPEEDWELL クロスエンブレム（Sサイズ）

￥1,050

￥399

￥399

￥945

￥2,400

￥4,200

￥1,050

￥2,940

￥2,100

￥1,575

PVC 製のファスナー財布。開けると中央に
ファスナーがありコインが収まり、左右に
紙幣やカードを収納できる。

ユニオンジャック柄が散りばめられたポー
チ。小物を整理してバックに入れるのに
ちょうど良い大きさ。

使いやすい大きさのユニオンジャック柄
ポーチ。小物をまとめて収納。バックにも
収まる。

ユニオンジャック柄スワロフスキークリス
タルでちょっとおしゃれなカードケース。

夏場の日射しからミニの車内を守るフロン
トガラス用サンシェード。表地は布製で裏
はアルミ箔となっている。専用の布製ケー
ス付き。

1981 年にデザインされた懐かしのエンブ
レム。190mm × 110mm サイズの布製刺
しゅう仕上げ。

1981 年にデザインされた懐かしのエンブ
レム。100mm × 58mm サイズの布製刺
しゅう仕上げ。

当時の SPEEDWELL ロゴデザインのクロ
スエンブレム。長方形 205mm × 50mm
のサイズ。刺しゅう仕上げ。

デザイン、サイズ共装着場所を選ばないの
でレーシングスーツやサーキットコート等
幅広く楽しめる。丸型 80mm 刺しゅう仕
上げ。

レーシングスーツやサーキットコートな
ど、
幅広い用途で使える。丸型58mm刺しゅ
う仕上げ。

キングスロード名古屋北店
TEL.0568-71-5905

キングスロード名古屋北店
TEL.0568-71-5905

キングスロード名古屋北店
TEL.0568-71-5905

キングスロード名古屋北店
TEL.0568-71-5905

カントリーガレージ
TEL.088-662-3298

ディンキー・インコーポレーション
TEL.053-461-6132

ディンキー・インコーポレーション
TEL.053-461-6132

ディンキー・インコーポレーション
TEL.053-461-6132

ディンキー・インコーポレーション
TEL.053-461-6132

ディンキー・インコーポレーション
TEL.053-461-6132

商品の金額は参考価格です。為替などの影響により価格は変動しますので、ご購入の際の目安とお考えください。
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ダイヤル式で、オイル交換時期等をメモす
るカウンターです。両面テープで装着。

GOODS

ダイヤル式で、ガソリン給油量と走行距離
やオイル交換時期をメモするカウンターで
す。マグネットと両面テープの両用タイプ。

CHEMICAL

AFFF 剤のフォームは視界を妨げることな
く消火活動ができる。
内容量1.75リットル。

WHEEL

乾くと消火跡がほとんど残らない高性能
AFFF 剤を使用した消化器。内容量 2.4 リッ
トル。

ELECTRIC

WHEEL

￥650

DINKYSPEED ジャケットエンブレム

SUSPENSION

CHEMICAL

各￥650

MORRIS ピンバッジ

DRIVE TRAIN

GOODS

￥650

MkⅠピンバッジ
（ブルー・イエロー・グリーン・レッド）

ENGINE

Special
Shop Guide

￥1,890

ユニオンフラッグ ピンバッジ

INTERIOR

155

SPEEDWELL メタルバッジ

GOODS
EXTERIOR

EXTERIOR

GOODS

154

INTERIOR
ENGINE
DRIVE TRAIN
SUSPENSION
ELECTRIC

￥13,650

￥16,800

￥39,900

ウインドブレーカー

各￥8,400

UKヘルメット/カップタイプ

￥5,250

UK ミニタオル

￥105

メッセンジャーバック

トートバック

ユニオンジャックミニバック

￥3,150

￥735（大）/ ￥630（小）

￥1,260

半指タイプのレザードライビンググロー
ブ。

メッシュタイプのドライビンググローブ。
サイズは M・L の 2 種類。

1960 年代英国を代表する F1 ドライバー
ジムクラークによってプロデュースされた
ドライビンググローブ。英国の職人が丁寧
に仕上げた。

1960 年代の BMC ラリーチームが着用の
DUNLOP コートを英国にて少量再生産。
サイズ設定がありますので詳細はおたずね
下さい。

ＢＭＣバックプリントのジャンバー。左胸
にはＪ＆Ｂのロゴとコーギ。裏地起毛。グ
リーン、ネイビー。サイズはＭ、Ｌあり。

オシャレなユニオンジャックヘルメット。
タンデムやサイドカーでも絵になる逸品。
サイズ：57cm ～ 59cm 対応。

ユニオンジャック柄がタオルいっぱいに描
かれているミニタオル。サイズ 21cm ×
21cm。

ユニオンジャック柄の布製メッセンジャー
バック。落ち着きある色合いがなかなかの
もの。

ユニオンジャック柄トートバッグ。お出掛
けやお買い物用、ランチバック等多用に使
えるサイズ。大小サイズあり。

ミニミニサイズのバック。がま口になって
いてコインケースや車内のインテリアにも
最適。

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

ディンキー・インコーポレーション
TEL.053-461-6132

ディンキー・インコーポレーション
TEL.053-461-6132

ガレージ J&B
TEL.0566-83-5232

G.B.STREET
TEL.050-3524-6775

キングスロード名古屋北店
TEL.0568-71-5905

キングスロード名古屋北店
TEL.0568-71-5905

キングスロード名古屋北店
TEL.0568-71-5905

キングスロード名古屋北店
TEL.0568-71-5905

LED セイフティグラス

英国製メカニックスーツ

カストロール ツナギ

エバーオーク RACEMASTER

バックスキンドライビンググローブ

MINICOOPER 4GB USBメモリー

ハンドメイド・ミニクーパー陶器貯金箱

モンテカルロ玄関マット

セミオーダーBMC玄関マット/S

セミオーダーBMC玄関マット/L

￥12,600

￥105,000

￥10,988

￥8,019

￥16,038

￥3,990

￥15,750

￥1,470

￥6,510

￥2,940

LED ライトを左右に装備した作業メガネ。
装着したまま小さな文字が読めるよう、本
体下部には老眼レンズが付いている。

英国のメカニック御用達のオーセンチック
デザイン。
何しろ大変タフなツナギ。
サイズ、
カラー、詳細は HP にて。

英国グッドウッドフェスティバルでもお馴
染みのツナギ。クラシックモチーフが魅力。

TTR 特注の英国エバーオーク製ヘルメッ
ト。ハンドメイドで各々シリアルナンバー
が付く。サイン入り。

バックスキン素材のドライビンググロー
ブ。半指タイプ。

ミニクーパー 4GB の USB メモリー。パソ
コンに繋ぐとライトが光る。

オリジナルハンドメイドミニクーパー型陶
器貯金箱。サルーン・AA バン・RAC バン
など、実車に近いカラーリングオーダー可
能。

モンテカルロラリープレート型のオリジナ
ルマット。毛足 4mm のカットパイルで、
裏はゴム。サイズ：横 90cm ×縦 42cm。

カラーオーダー可能なBMC玄関マット。毛足
4mm のカットパイルで、ベースカラー・文字・
文字色が19色から選べる。サイズ：45cm
×60cm。写真やイラストも自在に描ける。

カラーオーダー可能なBMC玄関マット。毛足
4mm のカットパイルで、ベースカラー・文字・
文字色が19色から選べる。サイズ：60cm
×90cm。写真やイラストも自在に描ける。

オートリファイン
TEL.045-920-1223

ディンキー・インコーポレーション
TEL.053-461-6132

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

G.B.STREET
TEL.050-3524-6775

G.B.STREET
TEL.050-3524-6775

G.B.STREET
TEL.050-3524-6775

G.B.STREET
TEL.050-3524-6775

G.B.STREET
TEL.050-3524-6775

牛革 トランク 12インチ

牛革 トランク 10インチ

化粧ワッシャーセット（ステンレス クロム仕上げ）

化粧ワッシャーセット（ステンレス クロム仕上げ）

RAVEN ニトリル手袋 M、L、XL

イノチェンティミニカー

ミニクーパー・モバイルストラップ

WELLYミニクーパープルバックカー

MINICOOPER 磁器マグネット

マグネットカー MINICOOPER

￥892

￥890

￥14,700

￥12,600

￥1,050

￥1,050

￥3,360

￥1,050

￥651

￥735

内装、各部のドレスアップ内張りの固定に
も OK。ネジ内径 4m ／ m。5 コセット。

内装、各部のドレスアップ内張りの固定に
も OK。ネジ内径 5m ／ m。5 コセット。

破れに強い厚さ6ミクロンの作業手袋。
パー
ツクリーナーにも比較的強くオイルの染み
込みもない。100 枚セット品。

ミニカーにはとてもめずらしい、インチェ
ンティ。

オリジナル携帯ストラップが、8 種類のカ
ラーバリエーションで登場。本体サイズ：
全長約 25mm、全高約 13mm。

直輸入の 1/36 スケールプルバックカー。
Mk Ⅲタイプの角型グリルで登場。ジョン
クーパーサインデカール付きのレアグッ
ズ。サイズ：11 × 4.5cm。

ミニの形の立体磁器マグネット。カラー
オーダーも可能。サイズ：幅約 9cm、高さ
6.3cm、厚み約 1.8cm。

ふたつに分かれるミニ型マグネット。メモ
を止めたり、カードを挟んでカードスタン
ドにも使える。レッドとネイビーの 1 セッ
ト。サイズは 1.5 × 3.5 × 2cm。

キングスロード名古屋北店
TEL.0568-71-5905

キングスロード名古屋北店
TEL.0568-71-5905

スズキスピード
TEL.042-951-7200

スズキスピード
TEL.042-951-7200

オートリファイン
TEL.045-920-1223

キングスロード名古屋北店
TEL.0568-71-5905

G.B.STREET
TEL.050-3524-6775

G.B.STREET
TEL.050-3524-6775

G.B.STREET
TEL.050-3524-6775

G.B.STREET
TEL.050-3524-6775

牛革 トランク 24インチ

牛革 トランク 28インチ

牛革 トランク 16インチ

角型 トランク（M）

角型 トランク（L）

国旗マウスパッド

2012オリジナルミニ輸入カレンダー

ミニクーパーウォールマグ

ミニクーパーウォールクロック

トライアングルアラームクロック

￥1,260

￥4,750

￥1,575

￥39,900

￥50,400

￥21,000

￥22,050

￥27,300

￥2,625

￥2,200

使い込むほど艶を増す牛革トランク。普段
使いからビジネス用にピッタリなサイズ。
シ ョ ル ダ ー ベ ル ト 付 き。24 × 40 ×
15cm。

シンプルなデザインで薄型タイプなので普
段使いからビジネスまで幅広いサイズ。
ショルダー付き。28 × 19 × 11cm。

シンプルなデザインでビジネスに最適な薄
型タイプ。移動の多い方にピッタリなサイ
ズ。ショルダー付き。33 × 47 × 14cm。

滑り止め加工されたラバー素材のマウス
パッド。光学マウス使用可能。

輸入カレンダー 2012 年版は、書き込みス
ペースも有る見開きタイプ。サイズもレト
ロなレコードジャケットサイズ（30㎝×
30㎝）
。

シーンを選ばず使える保温カップで、スト
ラップ取り付け穴が付いて、デコレーショ
ンが楽しめる。オリジナルも 1 個から製作
可能（別途￥800）
。

おしゃれなミニ型掛時計。サイズ：幅約
28cm、縦約 19.5cm。英国直輸入。単 3
電池（別売）使用。

レトロでオシャレな三角形のオリジナルデ
ザイン . サイズ：横 15cm、高さ 13cm、
奥行き 5cm。

キングスロード名古屋北店
TEL.0568-71-5905

キングスロード名古屋北店
TEL.0568-71-5905

キングスロード名古屋北店
TEL.0568-71-5905

キングスロード名古屋北店
TEL.0568-71-5905

キングスロード名古屋北店
TEL.0568-71-5905

スタンモアー
TEL.042-208-1132

G.B.STREET
TEL.050-3524-6775

G.B.STREET
TEL.050-3524-6775

G.B.STREET
TEL.050-3524-6775

G.B.STREET
TEL.050-3524-6775

ドア&フェンダーミラー兼用ミニ専用ボディカバー

レザーツールボックス Lサイズ

レザーツールボックス Mサイズ

レザーツールボックス Sサイズ

牛革 トランク 20インチ

Ｊ＆Ｂオリジナルトレーナー

デルタ オリジナル Tシャツ

TUNING BLs A-SERIES ENGINE

英国国旗

ユニオンジャック扇子

￥16,800

￥18,900

￥14,700

￥12,600

各￥7,140

￥2,100

￥29,400

￥12,600

￥2,800

￥1,050

ミニ専用。フェンダー / ドアミラー両方に
適応。ミラー部はマジックテープで収納。
下部にゴムを内蔵しており、さらに 2 本の
ベルト付き。

耐久性抜群なレザー製ツールボックス。カ
ラーはブラックとブラウン。

耐久性抜群なレザー製ツールボックス。サ
イズは幅 310mm ×奥行き 130mm ×高
180mm。カラーはブラックとブラウン。

車内に置けるツールボックス。サイズは幅
290mm ×奥行き 130mm ×高 130mm。
カラーはブラックとブラウン。

シンプルで飽きのこないデザインで使い込
むほど艶を増す。少し多めの荷物も入る。
ダイヤルロック付き。28 × 50 × 17cm。

コーギ犬のシルエットトレーナー。綿
100％。サイズ：Ｍ、Ｌあり。ホワイト、
グレー、ネイビー。

カラーはブラックのみ。背中のロゴは、オ
レンジ / シルバーがある。

本場英国のエンジンチューニングのノウハ
ウがギッシリと詰まっている洋書の整備
書。ヘインズ刊。

105cm × 70cm サイズの英国国旗。アイ
デア次第でミニのドレスアップにも使え
る。リアシートのカバーにいかが !?

ミニに一本入れておくと暑い時に便利。扇
の一辺の長さは約 27 cm。日本製。

ミニデルタ
TEL.06-6333-7400

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

キングスロード名古屋北店
TEL.0568-71-5905

ガレージ J&B
TEL.0566-83-5232

ミニデルタ
TEL.06-6333-7400

ミニデルタ
TEL.06-6333-7400

ガレージ DOT4
TEL.049-246-6832

ガレージフジックス・オート
TEL.042-734-1499

商品の金額は参考価格です。為替などの影響により価格は変動しますので、ご購入の際の目安とお考えください。
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使い込むほど艶を増す牛革トランク。普段
使いからビジネス用にピッタリなサイズ。
シ ョ ル ダ ー ベ ル ト 付 き。38.5 × 71 ×
21.5cm。

GOODS

シンプルで飽きのこないデザインで使い込
むほど艶を増す。3 連ダイヤルロック付き。
小旅行にピッタリ。35 × 60 × 20cm。

CHEMICAL

ハンドメイドの牛革トランク。普段あまり
荷物を入れない方におすすめ。ショルダー
ベルト付き。19 × 26 × 13cm。

WHEEL

使い込むほど艶を増すハンドメイドの牛革
トランク。普段使いにピッタリなサイズ。
シ ョ ル ダ ー ベ ル ト 付 き。21 × 31 ×
14cm。

ELECTRIC

WHEEL

￥2,785

英国製 60S DUNLOP
サーキットコート（再現モデル）

SUSPENSION

CHEMICAL

英国製 JIM CLARK（ジム・クラーク）
ドライビンググローブ

DRIVE TRAIN

GOODS

レスレストンドライビンググローブ

ENGINE

Special
Shop Guide

レザードライビンググローブ

INTERIOR

157

GOODS
EXTERIOR

EXTERIOR

GOODS
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ボールジョイントレンチ

オイルフィルターレンチ バンドタイプ

ＵＫトラフィック サインボード
"Ｄｏｎ
ｉ
ｎｇ
ｔ
ｏｎＰａ
ｒ
ｋ"

ＵＫトラフィック サインボード
"Ｃａｓ
ｔ
ｌ
ｅＣｏｍｂｅ"

ＵＫトラフィック サインボード
"Ｂｒ
ａｎｄｓ Ｈatｃｈ"

￥3,150

￥4,200

￥3,675

￥2,625

￥11,235

￥11,235

￥11,235

アルミキャスト ショップパネル

ボディカバー

￥57,750

￥15,750

ボールジョイント脱着やシム調整には欠か
せない軽量レンチ。作業が早く進む。

オイルフィルターを外す時の必需品。

英国仕様 "Donington Park" の道路標識。
"RAC" と "AA" のステッカーが付属。アル
ミ製。幅 900mm ×高さ 225mm。

英 国 仕 様 "Castle Combe" の 道 路 標 識。
"RAC" と "AA" のステッカーが付属。アル
ミ製。幅 900mm ×高さ 225mm。

英 国 仕 様 "Brands Hatch" の 道 路 標 識。
"RAC" と "AA" のステッカーが付属。アル
ミ製。幅 900mm ×高さ 225mm。

ショップ御用達のアルミキャストパネル。
330 mm × 270mm。かなり重量あり。ほ
かに AUSTIN & DOWNTON パネルあり。

フェンダーミラー用とドアミラー用があ
り。愛車を大切にするオーナーの必需品。

ミニデルタ
TEL.06-6333-7400

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

ミニデルタ
TEL.06-6333-7400

BC テクノロジー
TEL.042-677-8088

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

三和トレーディング
TEL.03-3521-5881

三和トレーディング
TEL.03-3521-5881

三和トレーディング
TEL.03-3521-5881

BC テクノロジー
TEL.042-677-8088

キングスロード本店
TEL.072-338-3232

ラバーコンプレッサー

ドライブシャフト リムーバー

インナージョイント リムバー

アウタージョイント ネジ山ダイスホルダー

15／16 オイルドレン用ソケット

らくらくジャッキ 油圧式

ガソリン携行缶

ＵＫトラフィック サインボード 無文字

ＵＫトラフィック サインボード
"Ｓ
ｉ
ｌ
ｖｅ
ｒＳ
ｔ
ｏｎｅ"

ＵＫトラフィック サインボード
"Ｇｏｏｄｗｏｏｄ"

￥16,800

￥15,750

￥19,740

￥25,935

￥9,450

￥3,990

￥11,235

￥11,235

￥11,235

アウタージョイント・ネジ山修正用ダイス
の専用ホルダー。ミニ専用削り出し工具。
シンプル設計。ダイス別売。

ガレージ DOT4
TEL.049-246-6832

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

BC テクノロジー
TEL.042-677-8088

BC テクノロジー
TEL.042-677-8088

フライホイールプーラー削り出し製品

フライホイールプーラー

プロ用フライホイールプーラー

￥36,750

￥6,300

￥36,750

15 ／ 16 オイルドレン用ボックスソケット
（3 ／ 8 ドライブ）
。

持ち手つきハードケースで持ち運び便利。
ケースサイズは 40 cm × 19.5 cm ×
15.5 cm、本体重量 6.8 kg。

遠出をする時にとても便利。4.5 リットル
入る小さめのサイズなので、サルーンでも
楽々収納。後部座席の下にすっぽり入る。

英国仕様の道路標識（印字なし）
。"RAC"
と "AA" のステッカーが付属。アルミ製。
幅 900mm ×高さ 225mm。

英国仕様 "Silverstone" の道路標識。"RAC"
と "AA" のステッカーが付属。アルミ製。
幅 900mm ×高さ 225mm。

英国仕様 "Goodwood" の道路標識。"RAC"
と "AA" のステッカーが付属。アルミ製。
幅 900mm ×高さ 225mm。

ガレージ DOT4
TEL.049-246-6832

ガレージフジックス・オート
TEL.042-734-1499

キングスロード名古屋北店
TEL.0568-71-5905

三和トレーディング
TEL.03-3521-5881

三和トレーディング
TEL.03-3521-5881

三和トレーディング
TEL.03-3521-5881

ボールジョイントセパレータ

ボールジョイントプーラー（ブラック・シルバー）

11/16インチソケット ホイールレンチ

折りたたみ十字レンチ

SLIME パンク修理キット

エアゲージ

165PCチェストツールボックスセット

￥3,990

￥2,625 〜

￥3,100

￥3,800

￥5,460

￥9,975

￥29,400

タイロッドエンドやアッパー・ロアアーム
を取り外す時に、ブーツを傷つけずに外せ
るアイテム。

ブラックが￥2,625。シルバーが￥3,675。

ショートタイプ。17mm タイプ（￥2,625）
もあり。

17mm、19mm（3/4）
、21mm、23mm。
折りたためてコンパクト。ミリサイズ。

コンプレッサーとセットになった応急パン
ク修理キット。溶剤を入れ空気を入れるだ
けのかんたん修理。

特にスポーツ走行を楽しむオーナーにオス
スメ。カラーはブルー、レッド、パープル、
ゴールドあり。

3 段スチールチェストツールボックスに本
格派インチツールがセットされている。

BC テクノロジー
TEL.042-677-8088

ガレージ DOT4
TEL.049-246-6832

ミニデルタ
TEL.06-6333-7400

ガレージ DOT4
TEL.049-246-6832

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

ミニデルタ
TEL.06-6333-7400

オートリファイン
TEL.045-920-1223

B.M.C SERVICE
TEL.087-885-4451

ガレージ DOT4
TEL.049-246-6832

デュアルアクション バルブコンプレッサー

ファーストモーションギアストッパー

フライホイールストッパー MT新旧タイプ

ATクランクリアシール インサートツール

フライホイールプーラー用10トンラム

エアコン付車用プラグレンチ

11／16インチ ホイールナット用インパクトソケット

A/C付車用 プラグレンチ 5/8

A/C付車用 プラグレンチ 13/16

11/16インチソケット ホイールレンチ

￥12,600

￥15,225

￥14,175

￥35,175

￥2,940
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￥26,040

1300AT

￥1,890

￥2,900

￥2,800

クーラー付き車

￥3,255

ミッションオーバーホール作業には欠かせ
ない工具。1st モーションギアナットを他
のギアに負担なく脱着可能。インパクトの
仕様厳禁。

定番中の定番工具。クラッチのオーバー
ホール、クランクプーリー脱着の必須アイ
テム。

AT 用クランクリアシールインサートツー
ル。取り付け面に平行装着ができる。シー
ルを SST に付けボルトで締めるだけ。

当社フライホイールプーラー用の 10 トン
ラム。ラム使用ではまったく力が不要で、
軽くねじ込むだけで 10 トンの出力が出る。

エアコン付車用プラグレンチ。プラグの取
り外しが楽なタイプ。

11 ／ 16 インチホイールナット インパク
トレンチ用ソケット（1/2 ドライブ）
。純
正ホイールナット用

デルタの 360 × 3 5/8 プラグ専用のレン
チ。

エアコン装着車用に作られた専用のプラグ
レンチ。これがないとエアコン付きのミニ
のプラグは外せない。

ディープタイプ。17mm タイプ（￥3,255）
もあり。

ガレージ DOT4
TEL.049-246-6832

BC テクノロジー
TEL.042-677-8088

BC テクノロジー
TEL.042-677-8088

BC テクノロジー
TEL.042-677-8088

BC テクノロジー
TEL.042-677-8088

ガレージ DOT4
TEL.049-246-6832

ガレージ DOT4
TEL.049-246-6832

ミニデルタ
TEL.06-6333-7400

ミニデルタ
TEL.06-6333-7400

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

パイプベンダー【大】

パイプカッター

シンクロメーター

エンジンアダプター

シリンダーヘッド研磨キット

オイルフィルターレンチ

オイルフィルターレンチ 取っ手付き

ストラップ式オイルフィルターレンチ

ユニバーサル オイルフィルターレンチ

オイルドレン用レンチ

￥19,530

￥35,175

￥16,800

￥7,000

￥1,800

￥1,890

￥3,780

￥2,940

￥18,900
パイプを曲げるツール。対応サイズ：3/16
（4.75mm）
、1/4（6mm）
、5/16（8mm）
、
3/8（10mm）
ミニデルタ
TEL.06-6333-7400

￥5,250

1000cc/1300cc

配管用パイプの切断工具。用途に応じて正
しい工具を使おう。

英国アルトンレーシング製同調メーター。

ロングセラーのアダプター。MT 用アダプ
ターもあり。2012 年モデル。

シリンダーを研磨する工具。A タイプは基
本セット。B タイプは仕上げ用。C タイプ
はロールペーパーキット。

多種対応型フィルターレンチ。フィルター
直径φ 63,5 〜 79.4 に適応。

従来のプライヤー方式とは違い、面でとら
えるのですべりにくいレンチ。MT のよう
なカートリッジ方式のエレメントに対応。

ストラップ式で、どんなオイルフィルター
やカートリッジも外せるコンパクトレンチ。

MT 車用オイルフィルターレンチ（3/8 ド
ライブ）
。

15/16 オイルドレン用コンビネーションレ
ンチ。

ミニデルタ
TEL.06-6333-7400

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

BC テクノロジー
TEL.042-677-8088

ミニデルタ
TEL.06-6333-7400

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

ミニデルタ
TEL.06-6333-7400

ガレージ DOT4
TEL.049-246-6832

ガレージ DOT4
TEL.049-246-6832

ガレージ DOT4
TEL.049-246-6832

商品の金額は参考価格です。為替などの影響により価格は変動しますので、ご購入の際の目安とお考えください。
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MT 車

シリンダーヘッドのバルブを脱着する時に
使用するバルブコンプレッサー。作業性に
優れたデュアルアクションタイプ。

GOODS

GOODS

MT・AT 兼用。頑丈なのでハンマーでたた
いてもつぶれない。プロに人気のデルタで
特別製作したスペシャル工具。

CHEMICAL

MT クラッチ交換時にフライホイールを取
り外す工具。入庫時により形状が異なる場
合あり。

WHEEL

MT から AT まで使える特殊素材削り出し
ツール。フランジ部とセンターボルトの硬
さを微妙に変え、ネジのかじりを防止する。

WHEEL

外れないインナージョイントに最適な工
具。分解方式ですべての箇所を熱処理し硬
さを上げている。使い勝手を考慮した工具。

CHEMICAL

ドライブシャフトを抜く際に必要になる工
具。代用工具による力任せの作業はパーツ
の損傷を招きかねない。

ELECTRIC

ELECTRIC

￥1,890

Hi-Lo KIT やコイルスプリング取り付け時
に必要なツール。新旧ラバーコーン用ア
タッチメント付き。

SUSPENSION

SUSPENSION

ガレージで使用するビッグサイズのグリス
ガン。長さ約 56cm。

DRIVE TRAIN

コンパクトなサイズで使いやすいグリスガ
ン。指定のグリスチューブ（別売）あり。

ENGINE

BOX ソケット 35mm。ミニではあまり使
わないが、必要な方に。

ENGINE

グリスガン（大）

DRIVE TRAIN

￥2,100

グリスガン

INTERIOR

INTERIOR

BOXソケット 35mm

GOODS
EXTERIOR

EXTERIOR

GOODS

158

GOODS

￥1,890

フィニッシャーモール 交換ツール

ウインドウモールディングツール

ウィンドウモール取り付けツール

￥2,940

￥3,150

￥6,000

ウインドウガラスウェザーストリップの
フィニッシャーモールを交換するために不
可欠なツール。

握りやすい形状と長さで。ウインドウモー
ル交換作業が格段に楽になる。

このセットで様々な作業が可能。各種アダ
プターがセットになったウィンドウモール
取り付けツール。

BC テクノロジー
TEL.042-677-8088

B.M.C SERVICE
TEL.087-885-4451

ミニデルタ
TEL.06-6333-7400

スタンモアー
TEL.042-208-1132

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

クランク リアシール リムーバー

デフ ピニオンギアストッパー

Fハブマルチホルダー

Fハブベアリングカラー＆シールインサートツール

ドライビングフランジ ストッパー

￥16,590

￥16,800

1300cc 用

￥14,490

￥8,925

￥15,225

ハブのオーバーホール、ボールジョイント
の交換・調整等マルチに使える工具。工具
にハブを付け、万力にくわえて作業する。

ハブベアリング交換時の定番工具。イン
ナーシールの取り付けも考慮し、シールの
リップ部も痛めない設計。

ハブのオーバーホールには不可欠な工具。
ホイールボルト部にあてがうだけで、ハブ
ナットが脱着できる。頑丈設計。

BC テクノロジー
TEL.042-677-8088

BC テクノロジー
TEL.042-677-8088

BC テクノロジー
TEL.042-677-8088

BC テクノロジー
TEL.042-677-8088

BC テクノロジー
TEL.042-677-8088

クールイット2インチ
エキゾーストインシュレーション

クールイット インシュレーションラップ
2インチ幅ブラック

スイベルハブ固定ツール

サードモーション ベアリングツール

クランクリアシール インサートツール

￥10,290

￥9,450

￥4,200

￥4,200

￥45,780

エキゾーストパイプに巻くことで、エンジ
ンルーム内の温度上昇を抑えることができ
る 1 インチ幅（￥5,775）もあり。

エンジンルームを引き締めるクールイット
シリーズのインシュレーションラップ。1
インチ幅（￥6,300）もあり。

ミニ用フロントスイベルハブを取り外し、
ボールジョイントキットの交換やシム調
整、ハブベアリングのカラー抜きに使用す
る。

ベアリング用のツール。

MT クランクリアシールの取り付け工具。
シールリップ部に傷を付けず、取り付け面
に面一で取り付け可能。通常交換後のオイ
ル漏れは装着ミス。

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

BC テクノロジー
TEL.042-677-8088

ELECTRIC

ミッションオーバーホール作業でのギアの
分解で、他のギアに負担をかけない。特に
2nd モーションナットの脱着には必要。

SUSPENSION

MT 車のクランクリアシールをかんたんに
取り外せる工具。バージョンアップし、負
荷のかかる部分にステンレス素材を使用。

DRIVE TRAIN

プラグギャップの確認、調整には必需品。
工具箱には常備しておきたい。

ENGINE

この箇所のシール入れは難しく、100％入
れるにはこの工具が必要になってくる。

INTERIOR

￥17,640

BOSCH スパークプラグギャップゲージ

EXTERIOR

タイミングカバーシール インサートツール
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