
従来型のミラーと比べると
ミラーが一回り大きくなって
いることもありますが 云々
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ジョイント部を大幅に改善。
もうきつくねじを締めて調整する必要はありません。
スプリングと特注ナットの使用で緩むことはありません。

より柔軟に稼働します。
また安全性にも考慮。
ミラーに触れると収納
されるように稼働します。 Cat Tech JP  Cat Tech JP 

Seven Mirror 2020Seven Mirror 2020

※文字入れしないと
　作りづらいので適当に
　入れて進行しています。

セット内容

左右セットで新発売！

ボールジ
ョイント

により任
意の位置

で

固定でき
ます！ボールジ
ョイント

により任
意の位置

で

固定でき
ます！

UPGRADE

標準ミラーから大幅に機能UP！

広い視認性のミラー

柔軟な可動域を可能にした 格納式

ジョイント内部にスプリングを使用
しており 容易に緩みません。
一般の既製品と比べ、性能が格段に

向上致しました。

保安基準の接触時の衝撃緩和規準を
満たしています

運転席側いっぱいに傾けられます運転席側いっぱいに傾けられますスプリング採用で緩むことがありませんスプリング採用で緩むことがありませんジョイント部分のパーツジョイント部分のパーツ

※視認性に関しては「技術解説」を御覧ください

90°90°

※後方5mの位置の一般車両（車幅170ｃｍ）の見え方

※後方10mの位置の一般車両（車幅170ｃｍ）の見え方

SSTDミラー
【ミラーサイズ】 縦 59mm  横 132mm

SSTDミラーは 1/3 ➡ 4.4ｃｍに見える

SSTDミラーはSPAより
視野幅が少ないが
全体の縮小が少ない為
後続車が大きく表示される

レースミラー
【ミラーサイズ】 縦 59mm  横 132mm

レースミラーは 1/4 ➡ 3.5ｃｍに見える

レースミラーはSSTDミラーと
SPAとの中間で表示される

従来

ミラー見え方比較

Seven Mirror  Black kit
サイズ：H59mm × W131.5mm

ABS樹脂 金型インジェクション

Seven Mirror  各色塗装完成品は、特注品扱いとなります

ボディ塗装用

ART MFA1- B

ART MFA1- W

オプション

800R

1200R

※塗装例

発売

〒354-0044　埼玉県入間郡三芳町 北永井 258
株式会社 アートインターナショナル

TEL.049-257-4117（代 表）　FAX.049-257-4132
https://artweb.gr.jp/

Seven Mirror  White kit

サイズ：H59mm × W131.5mm

 半完成 ¥22,000（税別）

ABS樹脂 金型インジェクション

ケータハムセブン専用品はケータハム カーズ ジャパンより供給されます。
ケータハムカーズジャパン販売ディーラーにお問い合わせ下さい

※ART MFA1- Wをベースに塗装します

稼働  半完成 ¥22,000（税別）

販売 製造元

重さ 214 g ：1400 R 標準 ブルー ガラス付き 凸型

重さ ：214 g 　　1400 R 標準 ブルー ガラス付き 凸型

 塗装完成品 1セット (ホワイトボディベース  ボデイ以外はアルミ標準)

アーム ブラケット の塗装は特注品扱い

Seven Mirror  Black 完成品 
左右各1セット ¥24,000（税別）

**注意 * 2008 年以降の国内改善車両には 無改造で　

特注品

特注品扱い 左右ペア ¥40,000

Seven アルミ地肌用に
特殊 アルミニウムカラー　
完成品 発売開始
特注品扱いとなります

アルミニウムカラー

1400R ¥1,500（税別）
スペアガラス

オプション ガラス
ワイド 無色 800R のワイドガラス

標準 ブルー

ワイド 無色

800R

1400R

¥2,000.（税別）

装着可能ですが、2008 年以前の車両には

スタシオンを改造する必要が有ります

左右ペア ¥35,000

左右ペア ¥32,000（税別）

左右ペア ¥32,000

左右ペア ¥35,000

Caterham Seven 専用Caterham Seven 専用Caterham Seven 専用

R. マークは、当社の登録商標です

made by ART International limited 



円形ミラー 有効視界円形ミラー 有効視界 ※New Seven Mirror の 50％以下の視界

New Seven Mirror クリアな視界New Seven Mirror クリアな視界New Seven Mirror クリアな視界

0m 5m 10m 20m

【 標準 】1400 R

5m5m 10m10m

ミラーサイズ：縦 59ｍｍ 横 132ｍｍ

【 オプション（ワイド） 】800 R

5m5m 10m10m

ミラーサイズ：縦 59ｍｍ 横 132ｍｍ

死角死角

視界がフェンダーに遮られる視界がフェンダーに遮られる

■アイポイントからの後方乗用車 ( 5ｍ / 10ｍ ) 投影イメージ
 【 標準 1400Ｒ ・ オプション 800Ｒ 】 ( R＝曲面 )

ドライバーの目の位置より下に装着する円形ミラー（バイク用など）は
リアフェンダーが後方の視界を遮り、視界が非常に狭く安全な運行の妨げとなっていました
これまでは【適切な凸型ミラー 且つ  保安基準を満たす信頼性の有る製品】が無く
可倒式ミラーを装着した場合でも十分とは言い難い状態で多くのユーザーは妥協して来ました
この製品を使用することで後方を安全に確認出来ます

＜参考＞現在も多く使用されている円形ミラー（バイク用など）との視界比較

この製品は 2020 年 よりケータハムカーズジャパン 正規輸入車 国内 PDI 指定部品です
Seven Mirror 解説Seven Mirror 解説




