
MODEL

車両本体価格（消費税10％込価格） ¥13,970,000 ¥13,970,000

PAINTWORK
SPORT SOLID COLOURS

スポーツブラック、スポーツグリーン、スポーツブルー、スポーツアイボリー

CLASSIC SOLID COLOURS

クラシックスポーツレッド、クラシックダヴグレー、クラシックダークグレー、クラシックアーモンドグリーン

クラシックブルー、クラシックホワイト、クラシックサファリイエロー、クラシックラグーンブルー

クラシックベルファストブルー、クラシックヴェルミーリアレッド

METALLIC COLOURS

メタリックブラック、メタリックシルバー、メタリックダークシルバー、メタリックグリーン、メタリックアイスブルー

メタリックレッド、メタリックグラファイト、メタリックホワイトゴールド、メタリックアリゲーターグリーン

メタリックリーガルグレー、メタリックエーデルワイスグリーン、メタリックフルカルージュ

PEARL COLOURS

オーピーオレンジ、オーピーシルバー、オーピーホワイト

スペシャルソリッドカラー　：　カラーコード指定により選択　※1 ¥297,000 ¥297,000

スペシャルメタリックカラー　：　カラーコード指定により選択　※1 ¥440,000 ¥440,000

スペシャルパールペイント　：　カラーコード指定により選択　※1 価格応談 価格応談

マットペイント（上記に追加）　※2 ¥121,000 ¥121,000

2トーンペイント（上記に追加）（ウイング＆フロントアンダートレー、ボディーと別色）　※2 ¥412,500 ¥412,500

FOUR-WHEEL VEHICLE OPTIONS
15" シルバーアロイホイール（4本） ▲ ▲

15" ブラックアロイホイール（4本） ¥203,500 ¥203,500

15" シルバーペイントワイヤーホイール（4本） ¥291,500 ¥291,500

15" ブラックペイントワイヤーホイール（4本） ¥500,500 ¥500,500

15" ダークグレーペイントワイヤーホイール（4本） ¥896,500 ¥896,500

15" ダークレッドペイントワイヤーホイール（4本） ¥896,500 ¥896,500

15" ダークブルーペイントワイヤーホイール（4本） ¥896,500 ¥896,500

15" ダークグリーンペイントワイヤーホイール（4本） ¥896,500 ¥896,500

15" ポリッシュドワイヤーホイール（4本） ¥814,000 ¥814,000

16" ポリッシュドワイヤーホイール（4本） ¥874,500 ¥874,500

ポリッシュドセンターホイールナット　※ワイヤーホイールのみ ▲ ▲

ブラスセンターホイールナット（真鍮色）　※ワイヤーホイールのみ ¥66,000 ¥66,000

FIVE-WHEEL VEHICLE OPTIONS
15" シルバーアロイホイール（5本） ¥121,000 ¥121,000

15" ブラックアロイホイール（5本） ¥357,500 ¥357,500

15" シルバーペイントワイヤーホイール（5本） ¥445,500 ¥445,500

15" ブラックペイントワイヤーホイール（5本） ¥649,000 ¥649,000

15" ダークグレーペイントワイヤーホイール（5本） ¥1,122,000 ¥1,122,000

15" ダークレッドペイントワイヤーホイール（5本） ¥1,122,000 ¥1,122,000

15" ダークブルーペイントワイヤーホイール（5本） ¥1,122,000 ¥1,122,000

15" ダークグリーンペイントワイヤーホイール（5本） ¥1,122,000 ¥1,122,000

15" ポリッシュドワイヤーホイール（5本） ¥957,000 ¥957,000

16" ポリッシュドワイヤーホイール（5本） ¥1,034,000 ¥1,034,000

ポリッシュドセンターホイールナット　※ワイヤーホイールのみ ▲ ▲

ブラスセンターホイールナット（真鍮色）　※ワイヤーホイールのみ ¥66,000 ¥66,000

CALIPERS
ブラックブレーキキャリパー ▲ ▲

※    ▲・・・標準装備　　△・・・選択　　金額・・・オプション設定　　－・・・設定なし

※    価格は2022年12月2日現在のメーカー希望小売価格（消費税10％込）です。

※    価格、主要諸元及び仕様は予告なく変更する場合がございます。

※　　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。

※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　選択した色料金に追加で必要となります。
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MODEL

車両本体価格（消費税10％込価格） ¥13,970,000 ¥13,970,000

INTERIOR TEXTILES - TWO-TONE UPHOLSTERY
2トーン内装パック1 - ペブルブラック/グレーテキスタイル　※3 ▲ ▲

2トーン内装パック2 - ペブルブリティッシュブルー/ブルーテキスタイル　※3 ¥110,000 ¥110,000

2トーン内装パック3 - ペブルグレー/グレーテキスタイル　※3 ¥110,000 ¥110,000

2トーン内装パック4 - ソフトアイボリー/アイボリーテキスタイル　※3 ¥181,500 ¥181,500

2トーン内装パック5 - ソフトブリティッシュレーシンググリーン/グリーンテキスタイル　※3 ¥181,500 ¥181,500

2トーン内装パック6 - ソフトダークブラウン/ダークブラウンテキスタイル　※3 ¥181,500 ¥181,500

INTERIOR TEXTILES - PEBBLE GRAIN LEATHER
ペブルブラック ¥159,500 ¥159,500

ペブルタン ¥264,000 ¥264,000

ぺブルダークブラウン ¥264,000 ¥264,000

ペブルマルベリー ¥264,000 ¥264,000

ぺブルコッツウォールドグリーン ¥264,000 ¥264,000

ペブルブリティッシュグリーン ¥264,000 ¥264,000

ペブルチョーク ¥264,000 ¥264,000

ペブルスレート ¥264,000 ¥264,000

ペブルブリティッシュブルー ¥264,000 ¥264,000

ペブルビスケット ¥264,000 ¥264,000

ぺブルクリーム ¥264,000 ¥264,000

INTERIOR TEXTILES - SOFT GRAIN LEATHER
ソフトリッチタン ¥379,500 ¥379,500

ソフトブラック ¥379,500 ¥379,500

ソフトダークブラウン ¥379,500 ¥379,500

ソフトディープレッド ¥379,500 ¥379,500

ソフトアイボリー ¥379,500 ¥379,500

ソフトブリティッシュレーシンググリーン ¥379,500 ¥379,500

ソフトダークブルー ¥379,500 ¥379,500

INTERIOR TEXTILES
シル＆トンネルサイドカーペット ▲ ▲

エクステンデドレザーインテリア（シル＆トンネルサイドレザー内装色同色） ¥225,500 ¥225,500

INTERIOR TEXTILES - STANDARD WEAVE CARPET
スタンダードウィーヴブラック ▲ ▲

スタンダードウィーヴベイジュ ¥121,000 ¥121,000

スタンダードウィーヴブルー ¥121,000 ¥121,000

スタンダードウィーヴブラウン ¥121,000 ¥121,000

スタンダードウィーヴグリーン ¥121,000 ¥121,000

スタンダードウィーヴグレー ¥121,000 ¥121,000

スタンダードウィーヴマルーン ¥121,000 ¥121,000

スタンダードウィーヴレッド ¥121,000 ¥121,000

INTERIOR TEXTILES - BOX WEAVE CARPET
ボックスウィーヴブラック ¥181,500 ¥181,500

ボックスウィーヴビスケット ¥181,500 ¥181,500

ボックスウィーヴブルー ¥181,500 ¥181,500

ボックスウィーヴブラウン ¥181,500 ¥181,500

ボックスウィーヴダークグレー ¥181,500 ¥181,500

ボックスウィーヴグリーン ¥181,500 ¥181,500

ボックスウィーヴオートミール ¥181,500 ¥181,500

ボックスウィーヴレッド ¥181,500 ¥181,500

※    ▲・・・標準装備　　△・・・選択　　金額・・・オプション設定　　－・・・設定なし

※    価格は2022年12月2日現在のメーカー希望小売価格（消費税10％込）です。

※    価格、主要諸元及び仕様は予告なく変更する場合がございます。

※　　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。

※3　選択したレザー（ペブル、ソフトグレーン）とテキスタイル色（シートセンター、ドアカードパネル、シートバックパネル）との2トーン色なります。
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MODEL

車両本体価格（消費税10％込価格） ¥13,970,000 ¥13,970,000

SEAT DETAILS
ホリゾンタルプリーテドシートセンター ▲ ▲

キルトツインニードルステッチシートセンター　※2トーンインテリアでは選択不可 ¥170,500 ¥170,500

スクエアボックスステッチシートセンター　※2トーンインテリアでは選択不可 ¥170,500 ¥170,500

シートバック - ブラックサテンコンポジット　※2トーンインテリアでは選択不可 ▲ ▲

シートバック - レザー（レザー内装色と同色）　※2トーンインテリアでは選択不可 ¥148,500 ¥148,500

シートバック - ボディーカラー同色　※2トーンインテリアでは選択不可 ¥148,500 ¥148,500

ヒーティッドシート ¥137,500 ¥137,500

カップホルダー（1個口、助手席側） ¥33,000 ¥33,000

コンフォートプラスシート（サイド/腿ボルスターへの空気圧調整機能追加） ¥291,500 ¥291,500

刺繍入りヘッドレスト（選択ステッチカラーと同色） - Morgan Wing ロゴ ¥77,000 ¥77,000

シートパイピング（レザー内装色と同色） ▲ ▲

コントラストシートパイピング（ぺブルグレーンレザーカラーより選択） ¥154,000 ¥154,000

ステッチング（レザー内装色と同色） ▲ ▲

コントラストステッチング（ぺブルグレーンレザーカラーより選択） ¥60,500 ¥60,500

DASHBOARD FINISHES
ダッシュボード - マットシルバーペイント（艶消し） ▲ ▲

ダッシュボード - マットブラックペイント（艶消し） ¥110,000 ¥110,000

ダッシュボード - グロスブラックペイント（光沢） ¥110,000 ¥110,000

ダッシュボード - グロスボディーカラーペイント（光沢） ¥159,500 ¥159,500

ダッシュボード - マットボディーカラーペイント（艶消し） ¥110,000 ¥110,000

DASHBOARD LOWER RAIL
ダッシュボードローワーレール - ソリッドアッシュ（レイブングロスフィニッシュ）（光沢） ▲ ▲

ダッシュボードローワーレール - ソリッドアッシュ（ナチュラルグロスフィニッシュ）（光沢） △ △

ダッシュボードローワーレール - ソリッドアッシュ（トーニーグロスフィニッシュ）（光沢） ¥66,000 ¥66,000

ダッシュボードローワーレール - ソリッドアッシュ（ブラウンベルベットグロスフィニッシュ）（光沢） ¥66,000 ¥66,000

ダッシュボードローワーレール - ソリッドウォルナット（グロスフィニッシュ）（光沢） ¥137,500 ¥137,500

ダッシュボードローワーレール - ベニアバービンガ ¥137,500 ¥137,500

ダッシュボードローワーレール - ベニアゼブラーノ ¥137,500 ¥137,500

ダッシュボードローワーレール - マットフィニッシュ（艶消し）（上記に追加）　※2 ¥66,000 ¥66,000

DASHBOARD INTERIOR OPTIONS
ダッシュボードインテリア - ブラック Morgan Model ロゴ ¥66,000 ¥66,000

ダッシュボードインテリア - シルバー Morgan Model ロゴ ¥66,000 ¥66,000

CENTER CONSOLE TEXTILE
センターコンソール - ボディーカラー（光沢） ▲ ▲

センターコンソール - ブラックペイント（光沢） ¥121,000 ¥121,000

センターコンソール - レザー（レザー選択色と同色） ¥121,000 ¥121,000

センターコンソール - ベニアアッシュ（ナチュラルグロスフィニッシュ）（光沢） ¥148,500 ¥148,500

センターコンソール - ベニアアッシュ（トーニーグロスフィニッシュ）（光沢） ¥148,500 ¥148,500

センターコンソール - ベニアアッシュ（ブラウンベルベットグロスフィニッシュ）（光沢） ¥148,500 ¥148,500

センターコンソール - ベニアアッシュ（レイブングロスフィニッシュ）（光沢） ¥148,500 ¥148,500

センターコンソール - ベニアウォルナット（グロスフィニッシュ）（光沢） ¥148,500 ¥148,500

センターコンソール - ベニアバービンガ（グロスフィニッシュ）（光沢） ¥148,500 ¥148,500

センターコンソール - ベニアゼブラーノ（グロスフィニッシュ）（光沢） ¥148,500 ¥148,500

センターコンソール - ベニア（バーチ＆アルミニウム）

+  ダッシュボードローワーレール（センターコンソール同色）

センターコンソール - ベニア（ウォルナット＆アルミニウム）

+  ダッシュボードローワーレール（ソリッドウォルナット）

センターコンソール - ベニア（キネティックダイヤモンドマルケトリー）

+  ダッシュボードローワーレール（センターコンソール同色）

センターコンソール - ベニア（スポークインモーションマルケトリー）

+  ダッシュボードローワーレール（センターコンソール同色）

センターコンソール - マットフィニッシュ（艶消し）（上記に追加）　※2 ¥66,000 ¥66,000

※    ▲・・・標準装備　　△・・・選択　　金額・・・オプション設定　　－・・・設定なし

※    価格は2022年12月2日現在のメーカー希望小売価格（消費税10％込）です。

※    価格、主要諸元及び仕様は予告なく変更する場合がございます。

※　　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。
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¥335,500 ¥335,500

¥335,500 ¥335,500

¥335,500 ¥335,500

¥335,500 ¥335,500



MODEL

車両本体価格（消費税10％込価格） ¥13,970,000 ¥13,970,000

COMFORT & CONVENIENCE
エアコンディショニング ¥297,000 ¥297,000

リモートセントラルロッキング ▲ ▲

パワーステアリング ▲ ▲

スピーカーシステム（Bluetoothインプット、ボリュームコントロール） ¥88,000 ¥88,000

ゼンハイザープレミアムオーディオ（Bluetoothインプット） ¥676,500 ¥676,500

パドルライト ▲ ▲

フットウェルライト ▲ ▲

ロック付ストレージ（シート後方スペース） ¥88,000 ¥88,000

トンネルポケット（助手席スペース） ¥44,000 ¥44,000

INTERIOR DETAILS
ステアリングホイールセンター - サテンシルバー ▲ ▲

ステアリングホイールセンター - グロスブラック ¥88,000 ¥88,000

サドルレザーディテール（シートベルトガイド、ドアハンドル） - ブラック ▲ ▲

サドルレザーディテール（シートベルトガイド、ドアハンドル） - ダークブラウン ¥60,500 ¥60,500

サドルレザーディテール（シートベルトガイド、ドアハンドル） - タン ¥60,500 ¥60,500

サンバイザー ▲ ▲

EXTERIOR TEXTILES - EASY-UP HOOD
イージーアップフード - ブラックモヘア ▲ ▲

イージーアップフード - グリーンモヘア ¥203,500 ¥203,500

イージーアップフード - ブルーモヘア ¥203,500 ¥203,500

イージーアップフード - グレーモヘア ¥203,500 ¥203,500

イージーアップフード - ベージュモヘア ¥203,500 ¥203,500

イージーアップフード - マルーンモヘア ¥203,500 ¥203,500

イージーアップフード - ブラウンモヘア ¥203,500 ¥203,500

フードパイピング - フードカラー同色 ▲ ▲

EXTERIOR TEXTILES - WING BEADING
ウイングビーディング（パイピング） - ブラック ▲ ▲

ウイングビーディング（パイピング） - ブルー ¥88,000 ¥88,000

ウイングビーディング（パイピング） - クリーム ¥88,000 ¥88,000

ウイングビーディング（パイピング） - グリーン ¥88,000 ¥88,000

ウイングビーディング（パイピング） - グレー ¥88,000 ¥88,000

ウイングビーディング（パイピング） - マルーン ¥88,000 ¥88,000

ウイングビーディング（パイピング） - レッド ¥88,000 ¥88,000

ウイングビーディング（パイピング） - サンド ¥88,000 ¥88,000

ウイングビーディング（パイピング） - ストーン ¥88,000 ¥88,000

ウイングビーディング（パイピング） - ホワイト ¥88,000 ¥88,000

FINAL FINISHES
ポリッシュドストーンガード（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） ¥88,000 ¥88,000

ポリッシュドグリルメッシュ（フロントグリル内） ¥44,000 ¥44,000

ブラックメッシュグリル（フロントグリル内、ブラックローワーバランスメッシュグリル含む） ¥60,500 ¥60,500

ブラックメッシュグリル + シルバーペイントナンバー（0～9より選択） ¥137,500 ¥137,500

ユニオンジャックエナメルボンネットバッジ - ブラック ¥22,000 ¥22,000

ユニオンジャックエナメルボンネットバッジ - カラー ¥22,000 ¥22,000

ブラックサイドスクリーンサラウンド ¥110,000 ¥110,000

ボディーカラーAピラー ▲ ▲

ブラックアクセントパック

（Aピラー、サイドスクリーンサラウンド、ブラックユニオンジャックエナメルバッジ）

クリアインジケーターレンズ ¥77,000 ¥77,000

※    ▲・・・標準装備　　△・・・選択　　金額・・・オプション設定　　－・・・設定なし

※    価格は2022年12月2日現在のメーカー希望小売価格（消費税10％込）です。

※    価格、主要諸元及び仕様は予告なく変更する場合がございます。

※　　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。
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MODEL

車両本体価格（消費税10％込価格） ¥13,970,000 ¥13,970,000

GRAPHICS
デカールキット1 - ドアラウンデル（グロスオフホワイト） ¥110,000 ¥110,000

デカールキット2 - ドアラウンデル（マットブラック） ¥110,000 ¥110,000

デカールキット3 - ドアラウンデル（マットクリアー） ¥110,000 ¥110,000

デカールキット4 - ドアラウンデル（グロスオフホワイト、0～9より選択） ¥137,500 ¥137,500

デカールキット5 - ドアラウンデル（マットブラック、0～9より選択 ） ¥137,500 ¥137,500

デカールキット6 - ドアラウンデル（マットクリアー、0～9より選択） ¥137,500 ¥137,500

デカールキット7 - マットストライプパック ¥225,500 ¥225,500

デカールキット8 - ボンネット（オフホワイト） ¥225,500 ¥225,500

デカールキット9 - ボンネット（マットブラック） ¥225,500 ¥225,500

デカールキット10 - ボンネット（マットクリアー） ¥225,500 ¥225,500

HARDTOP FINISH AND ACCESSORIES
ハードトップ - モーガンスポーツアイボリー ¥1,353,000 ¥1,353,000

ハードトップ - ボディーカラー同色 ¥1,419,000 ¥1,419,000

ハードトップ - コントラストソリッドカラーチョイス（ソリッドカラーより選択） ¥1,419,000 ¥1,419,000

ハードトップ - コントラストメタリックカラーチョイス（メタリックカラーより選択） ¥1,485,000 ¥1,485,000

ハードトップ - コントラストパールカラーチョイス（パールカラーより選択） ¥1,573,000 ¥1,573,000

ハードトップ - マットフィニッシュ（上記に追加）　※2 ¥49,500 ¥49,500

ストレージバック（ハードトップ用） ¥121,000 ¥121,000

ストレージバック（モヘアフード用） ¥88,000 ¥88,000

ACCESSORIES　※4
サイドスクリーンバック - フードカラー同色 ¥110,000 ¥110,000

フードカバー - フードカラー同色 ¥170,500 ¥170,500

スペアホイールカバー - フードカラー同色　※Plus Four 5本ホイール車のみ ¥77,000 ¥77,000

スペアホイールディスク - ボディーカラー同色　※Plus Four 5本ホイール車のみ ¥121,000 ¥121,000

インドアカーカバー ¥88,000 ¥88,000

アウトドアカーカバー ¥88,000 ¥88,000

ラゲージラックプリイクイップメントパック　※5 ¥22,000 ¥22,000

ドライビングスポットライト（5インチ、ボディーカラー同色ハウジング） ¥181,500 ¥181,500

ドライビングスポットライト（7インチ、ボディーカラー同色ハウジング） ¥225,500 ¥225,500

フォトグラフィックビルドレコード ¥165,000 ¥165,000

※    ▲・・・標準装備　　△・・・選択　　金額・・・オプション設定　　－・・・設定なし

※    価格は2022年12月2日現在のメーカー希望小売価格（消費税10％込）です。

※    価格、主要諸元及び仕様は予告なく変更する場合がございます。

※　　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。

※4　価格はメーカーオプション価格となります（車載にて輸送となり、車両新規オーダー時に注文必要）。

　　　 車両新規オーダー時以外の注文はパーツ扱いとなり、メーカーオプションとは価格が違います。

※5　ラゲージラックの取り付けを容易にするためのパックとなります（このパック無しの場合、別途ボディーへの加工が必要）。

　　　 ラゲージラックと取り付け金具は含まれておりません（別途必要）。
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