
MODEL 4/4
車両本体価格　（消費税10％込） ¥7,810,000

WHEELS
5x15 シルバーワイヤーホイール（4本） ○

5x15 シルバーワイヤースペアホイール（1本） ¥88,000
5x15 ボディーカラーペイントワイヤーホイール（4本） ¥198,000
5x15 ボディーカラーペイントワイヤーホイール（4本） + スペアホイール（1本） ¥286,000
5x15 ステンレスポリッシュドワイヤーホイール（4本） ¥253,000
5x15 ステンレスポリッシュドワイヤーホイール（4本） + スペアホイール（1本） ¥330,000

BODY COLOUR AND PAINT
モーガンソリッドペイントカラー　：　下記6色より選択

　　　スポーツレッド、スポーツブルー、スポーツグリーン

　　　スポーツブラック、スポーツダヴグレー、スポーツアイボリー

スペシャルソリッドペイントカラー　：　カラーコード指定により選択　※1 ¥88,000
メタリックペイント　：　カラーコード指定により選択　※1 ¥198,000
3ステージパールペイント　：　カラーコード指定により選択　※1 ¥682,000
マットペイントフィニッシュ（追加） ¥55,000
2トーンペイント（ボディー/ウイングとの2色）　※2 ¥275,000

※    ○・・・標準装備　　金額・・・オプション設定　　－・・・設定なし

※    上記車両は全てEU4仕様となります。

※　　弊社では、お客様が弊社の許可なく車両に加える変更、加修、改造等に起因する 車両の異常等については、一切その責を負いかねます。

※    価格は2019年10月1日現在のメーカー希望小売価格（消費税10％込）です。

※    新規オーダーは受付できませんので、ご了承ください。

※1　カラーコード指定により選択。選択色によっては上記価格を超える場合がございます。

※2　メタリック/パール/マットの場合はそれぞれ追加カラーコード指定により選択。選択色によっては上記価格を超える場合がございます。

○



MODEL 4/4
車両本体価格　（消費税10％込） ¥7,810,000

EXTERIOR BODY
フルサイズバンパー（フロント＆リア） ¥264,000
オーバーライダー（フロント＆リア） ¥132,000
ボンネットステー ○

ブラックトノカバー（PVC) ¥77,000
カラートノカバー（PVC）　※3 ¥88,000
カラートノカバー（Mohair)　※4 ¥121,000
サイドスクリーン ○

ブラックサイドスクリーンバック（PVC） ¥55,000
カラーサイドスクリーンバック（PVC）　※3 ¥66,000
カラーサイドスクリーンバック（Mohair)　※4 ¥99,000
ブラックイージーアップフード（PVCアコーディオンタイプ幌） ○

クラシック9スタッドフード　※ブラックイージーアップフードとの同時装着不可 ¥132,000
PVC カラーフードパック　※3
（フード、サイドスクリーン、サイドスクリーンバック、トノカバー）

Mohair カラーフードパック　※4
（フード、サイドスクリーン、サイドスクリーンバック、トノカバー）

PVC カラーフードパック　※3
（フード、サイドスクリーン、サイドスクリーンバック、フードカバー）

Mohair カラーフードパック　※4
（フード、サイドスクリーン、サイドスクリーンバック、フードカバー）

カラーパイピング（PVC、フード＆トノカバー）　※3 ¥55,000
フラットバックパネル ○

ファブリックスペアホイールカバー（PVC、フード同色） ¥55,000
ファブリックスペアホイールカバー（Mohair、フード同色） ¥77,000
フードカバー（PVC） ¥77,000
フードカバー（Mohair) ¥99,000
シルバーストーンガード（フロントグリル） ○

ブラックストーンガード（フロントグリル） ¥55,000
シルバーメッシュグリル（フロントグリル内） ¥55,000
ブラックメッシュグリル（フロントグリル内） ¥66,000
ブラックパック（ヘッドライトサラウンド、Aピラー、サイドスクリーンサラウンド） ¥77,000
ブラックウイングビーディング（パイピング） ○

カラーウイングビーディング（パイピング、PVC包装）　※5 ¥55,000
ドアハンドル ○

ポリッシュドボンネット＆カウル ¥1,353,000
ポリッシュドボディー ¥2,728,000
クリアーインジケーターレンズ（フロント、リア） ¥22,000
ユニオンジャックボンネットバッジ（ブラック） ¥22,000
ユニオンジャックボンネットバッジ（カラー） ¥22,000
バッテリーコンディショナー（充電器） ¥22,000
Webflex カーカバー（インドア用） ¥66,000
Webflex カーカバー（アウトドア用） ¥66,000
ペイントプロテクションフィルム ¥132,000
アンチトランプバーキット（トレーディングアーム） ¥66,000
パンハードロッドキット ¥66,000
アジャスタブルプラットフォームフロントサスペンションキット ¥176,000
ブレーキリアクションバー（アンチダイブバー） ¥22,000
アジャスタブルショックアブソーバー（フロント、リア） ¥88,000
スプレードカーフォーム（ボディーカラー同色のカラーサンプル） ¥11,000

※    ○・・・標準装備　　金額・・・オプション設定　　－・・・設定なし

※    上記車両は全てEU4仕様となります。

※　　弊社では、お客様が弊社の許可なく車両に加える変更、加修、改造等に起因する 車両の異常等については、一切その責を負いかねます。

※    価格は2019年10月1日現在のメーカー希望小売価格（消費税10％込）です。

※    新規オーダーは受付できませんので、ご了承ください。

※3　PVCカラーは下記より選択

　　　 Black/Sand/Blue/Green/Maroon/Stone/Red/Grey
※4　Mohairカラーは下記より選択

　　　 Black/Blue/Green/Maroon/Beige/Grey/Brown
※5　カラーウイングビーディング（パイピング、PVC包装）は下記より選択

　　　 Red/Blue/Green/Stone/Grey/Maroon/Cream/White/Sand

¥319,000

¥154,000

¥154,000

¥319,000



MODEL 4/4
車両本体価格　（消費税10％込） ¥7,810,000

INTERIOR
レザー内装（ブラック、タンより選択） ○

特別レザー内装（ブラック、タン以外より選択）　※6 ¥385,000
防水レザー内装　※7 ¥440,000
ブラックカーペット ○

特別カーペット（ブラック以外より選択）　※8 ¥44,000
ラバーフロアマット ¥33,000
シャーシレールカバー（運転席/助手席フットウエルカバー） ¥22,000
スポーツシート（リクライニング付き） ○

パフォーマンスシート ¥143,000
コントラストステッチワーク　※6※7のカラーより選択 ¥55,000
パーフォレーテッドシートセンター（パンチングレザー）　※防水レザー内装との同時装着不可 ¥88,000
サンバイザー（レザー内装色と同色） ¥33,000
ドアポケット（伸縮性） ¥77,000
ドアポケットトップエッジ（伸縮性、コントラストカラー）　※6※7カラーより選択 ¥11,000
ペイントダッシュボード（ボディーカラー、カーゴネット付き） ○

ペイントダッシュボード（ボディーカラー以外より選択） ¥121,000
特別ダッシュボード

（Walnut, Natural ash, Tawny, Brown Velvet, Burginga, Zebranoより選択）

レザーダッシュボード（インテリアカラー同色） ¥77,000
ウインドスクリーン（熱線入り） ○

時計 ¥33,000
ヒーター ○

スピーカー＆アンテナ（1 DINオーディオはディーラーオプション) ¥66,000
刺繍入りヘッドレスト（MORGAN ロゴ）　※6※7カラーより選択（刺繍色） ¥55,000
カラーパイピング内装（シート＆カーペット含む）　※6※7のカラーより選択 ¥55,000
アルタネーティブパイピングカラー（カーペットのみ）　※6※7カラーより選択 ¥33,000
レザートリムディテール（ステアリングコラムカバー、ドアキャッチカバー） ¥55,000
ヒーティッドシートマット ¥132,000
フットウェルライト ¥22,000
ドアチェックセット（ドアストッパー） ¥55,000
ブラックレザーステアリングホイール ○

クラッシュパディング（ダッシュトップボードパディング）/アームレスト/
サンバイザー（ブラックXT防水レザー）

※    ○・・・標準装備　　金額・・・オプション設定　　－・・・設定なし

※    上記車両は全てEU4仕様となります。

※　　弊社では、お客様が弊社の許可なく車両に加える変更、加修、改造等に起因する 車両の異常等については、一切その責を負いかねます。

※    価格は2019年10月1日現在のメーカー希望小売価格（消費税10％込）です。

※    新規オーダーは受付できませんので、ご了承ください。

※6　特別レザー内装（YARWOOD）は下記より選択

　　　 Black（標準色）/Navy/Marine/Jag Blue/Pebble/Suede Green/Lincoln Green/Mulberry/Imperial/Cuba/Honey（標準色）/
       Caramel/Biscuit/Magnolia/Shell
※7　防水レザー内装（XT）は下記より選択

　　　 Saddle Brown/Yellow/Ivory/Cream/Stone/Fern/Scarlet/Racing Green/Jaffa/Sand/Orange Tan/Mid Brown/Dark Brown/
       Magenta/Mulberry/Light Blue/Royal Blue/Sky Blue/Gunmetal/Charcoal/Black
※8　特別カーペットは下記より選択

　　　 Brown/Green/Blue/Maroon/Grey/Red/Cream/Beige

¥176,000

¥132,000



モーガン車両スペック一覧
2019年10月1日現在

4/4

価格(消費税10％込） ￥ ¥7,810,000

全長 mm 4,010

全幅 mm 1,630

全高 mm 1,220

ホイールベース mm 2,490

トレッド　前/後 mm 1222/1384

最低地上高 mm 100

車両重量 kg(乾燥重量) 795

エンジンの種類 Ford Sigma 1595cc

排気量 cc 1595cc

ボア ｘ ストローク 79.0 ｘ 81.4

使用燃料 RON 95+

燃料タンク容量 L 55

最高出力 kw(ps)/rpm 82(112)/6000

最大トルク 　Nm,(kgf/m)rpm 132(13.4)/6000

最高速 km/h 185

0-100km加速 s 8.0

トランスミッション 5速MT

前 独立スライディング・ピラー＋コイル

後
リジット・アクスル＋

半楕円リーフ・スプリング

前 11インチ・ディスク

後 9インチ・ドラム

前 165/80/15

後 165/80/15

前 ワイヤーホイール 5J x 15

後 ワイヤーホイール 5J x 15

＊諸元数値は、イギリス本国発表値を基にしているため、車検証に記載される数値とは異なります。

＊諸元数値は、2019年10月1日現在の数値となり、予告なく変更される場合がございます。

ホイールサイズ
（標準仕様）

タイヤサイズ
（標準仕様）

ブレーキ形式

サスペンション形式


