
MODEL SEVEN 480S SEVEN 480R

車両本体価格　 （消費税10％込） ¥9,130,000 ¥9,680,000

S PACK

2.0 Ford Duratec　エンジン - 240ps

5スピードギアボックス

ドライサンプオイルシステム

15インチ Orcus シルバーアロイ + Avon（フロント6.5” + リア6.5”）

15インチ Orcus アンスラサイトアロイ + Avon（フロント6.5” + リア6.5”）

ベンチレーテッドフロントディスク + 4ピストンキャリパー

スーパーライトサスペンション　※1

シート（ブラックレザー、ドライバーズシートのみ前後調節式）

トンネルトップ（ブラックビニール）

トランクカバー（ブラックビニール）

3点式シートベルト

コンポジットノーズコーン、リアウイング

カーボンコンポーネント（フロントサイクルウイング、シルプロテクター、

ダッシュボード、リアウイングガード　※2）

ブラックウインドディフレクター、ブラックヘッドランプ、

ブラックフューエルフィラーキャップ、ブラックエキゾーストガード

LSD

12Vパワーソケット

リアアンチロールバー

特別キー、ギアノブ＆メーター、Sバッジ（480S専用）

ラバーフロアマット　+　トランクフロアカーペット

ライトウエイトフライホイール

フルウインドスクリーン・ソフトトップ＆ドア（エアロスクリーンは付属しません）　

ドディオンリアサスペンション

R PACK　※S PACKに下記装備が追加（フルウインドスクリーン・ソフトトップ＆ドア除く、シートは種類変更、ホイール＆タイヤはサイズと種類変更）

13インチ Apollo シルバーアロイ + Avon ZZS（フロント6” + リア8”）

13インチ Apollo ブラックアロイ + Avon ZZS（フロント6”+リア8”）

フロントエアロフォイルウイッシュボーン

レースダンパー

シーケンシャルシフトライト

カーボンレザーパック

（トンネルトップ、トランクカバー、トノカバー、ハーフドア、シート）

特別キー、ギアノブ＆メーター、Rバッジ（480R専用）

エアロスクリーン（コンポジット）

4点式レースハーネス（車載）

CHASSIS OPTIONS

Series3（ナローボディー） ○ ○

Series5（ワイドボディー）　※3 ¥605,000 ¥605,000

ローワードフロアー（ドライバー＆パッセンジャーサイド） ¥99,000 ¥99,000

LEDヘッドライト ¥154,000 ¥154,000

エアロウイッシュボーン ¥88,000 ○

TRACKDAY OPTIONS

13インチ Apollo シルバーアロイ + Avon ZZS（フロント6” + リア8”） ¥77,000 △※13”Apolloﾌﾞﾗｯｸｱﾛｲと選択

13インチ Apollo ブラックアロイ + Avon ZZS（フロント6”+リア8”） ¥77,000 ○

トラックデーロールバー ¥60,500 ¥60,500

シーケンシャルシフトライト ¥60,500 ○

バッテリーマスターカットオフスイッチ ¥38,500 ¥38,500

アップレーティッドブレーキマスターシリンダー ¥49,500 ¥49,500

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

※    価格は2022年3月12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　スーパーライトサスペンションは、ワイドトラックウイッシュボーン、アジャスタルブスプリングプラットフォーム、ワッスリンケージリアサスペンション、

       リアアンチロールバーが含まれます。

※2　リアウイング（カーボン）とリアウイングガードの同時装着はできません。

※3　Series5（ワイドボディー）は、室内空間増、トランクスペース増、燃料タンク増、ワイドトラックサスペンション、サイドスクリーンアームレストが含まれます。
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MODEL SEVEN 480S SEVEN 480R

車両本体価格　 （消費税10％込） ¥9,130,000 ¥9,680,000

INTERIOR

ラバーフロアマット + トランクフロアカーペット ○ ○

シート（ブラックレザー、ドライバーズシートのみ前後調節式） ○ △※カーボンレザーシートと選択

シート（コンポジットレース、ドライバーズシートのみ前後調節式） △※レザーシートと選択 △※カーボンレザーシートと選択

シート（カーボンレザー、ドライバーズシートのみ前後調節式） ¥77,000 ○

シート（ケブラーレース、ドライバーズシートのみ前後調節式） ¥115,500 ¥38,500

シート（パッド付カーボン、ドライバーズシートのみ前後調節式） ¥192,500 ¥115,500

ステアリングホイール（Momo） ○ ○

ステアリングホイール（スエード、Momo） ¥38,500 ¥38,500

ヒーター ○ ○

12Vパワーソケット ○ ○

シーケンシャルシフトライト ¥60,500 ○

トンネルトップ（ブラックビニール） ○ -

トンネルトップ（カーボンレザー） ¥33,000 ○

マップポケット ¥11,000 ¥11,000

プッシュボタンスタート ○ ○

イモビライザー ○ ○

CARBON OPTIONS

エアロスクリーン（カーボン） - ¥88,000

フロントサイクルウイング（カーボン、標準装備）　

※ペイントの場合は別途￥38,500（PAINT色より選択）

リアウイング（カーボン）　※2

※ペイントの場合は別途￥49,500（PAINT色より選択）

ノーズコーン（カーボン）（Series3ナローボディーのみ）

※ペイントの場合は別途￥38,500（PAINT色より選択）

インジケーターポッド（カーボン） ¥33,000 ○

TOURING OPTIONS

ヒーター ○ ○

12Vパワーソケット ○ ○

フルカーペットインテリア　※4 ¥27,500 ¥27,500

4点式レースハーネス（車載） ¥49,500 ○

WEATHER PROTECTION

フルウインドスクリーン・ソフトトップ＆ドア（エアロスクリーンは付属しません） ○ ¥291,500

サイドスクリーンアームレスト（フル＆ハーフドア装着車のみ） ¥33,000 ¥33,000

トランクカバー（ブラックビニール） ○ -

トランクカバー（カーボンビニール） ¥33,000 ○

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

※    価格は2022年3月12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　フルカーペットインテリアは、シートバックパネル、トランクスペースがカーペットとなります（ラバーフロアマットは標準装備となります）。

¥148,500 ¥148,500

¥275,000 ¥275,000



MODEL SEVEN 480S SEVEN 480R

車両本体価格　 （消費税10％込） ¥9,130,000 ¥9,680,000

PAINT ※5

無塗装アルミボディー　※6 + カラーコンポジットパネル　※7

　　　グラビティーブラック、ビンテージグリーン

スタンダードペイント

　　　グラビティーブラック、エグゾセレッド

　　　ビンテージグリーン、ファイヤークラッカーイエロー

プレミアムペイント

　　　ハイパーグリーン、ガルフブルー、ブラックグレー、ウルトラバイオレッド

　　　バリスティックオレンジ、ペパーミントグリーン、ポーラーホワイト

エクスクルーシブペイント

　　　バイパーブルー、ダークシルバー、リビエラブルー、ボルケーノレッド

　　　アランチョアルゴス、デトネーターイエロー、クリスタラインホワイト

　　　ナルドグレー、アシッドグリーン

ADDITIONAL PAINT & DECAL

ペイント7グリル（PAINT色から選択） ¥22,000 ¥22,000

ペイントノーズバンド（PAINT色から選択） ¥99,000 ¥99,000

ペイントノーズバンド＆ボンネットストライプ（PAINT色から選択） ¥192,500 ¥192,500

ペイントロールバー（PAINT色から選択） ¥99,000 ¥99,000

フルデカールパック

　　　ストライプ種類（ダブルストライプ、トリプルストライプから選択）

　　　ストライプカラー（DECALS色から選択）

　　　ピンストライプカラー（DECALS色から選択）

　　　Caterhamレタリングカラー（ブラック、ホワイトからの選択）

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

※    価格は2022年3月12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。

※5　カーボンノーズコーン（オプション）、カーボンフロントサイクルウイング（標準装備）、カーボンリアウイング（オプション）選択時は、カーボン地となります。

※6　無塗装アルミボディーは、アルミの特性上傷・凹み・たわみ・酸化（さび）・染み・汚れなどがあります。これらは生産・出荷過程において避けることができません。

       ケータハムカーズとしては無塗装アルミボディ + カラーコンポジットパネル車両はペイントを前提として提供しており、 ペイントを強く奨励しております。

    　 詳細は正規ディーラースタッフにお問合せください。

※7　カラーコンポジットパネル（ノーズコーン、フロントサイクルウイング、リアウイング）は無塗装樹脂となります。

　　　 生産・出荷過程において傷・色むら・気泡などがあり、これらは避けることができないため、ペイントを強く奨励しております。

    　 詳細は正規ディーラースタッフにお問合せください。

¥291,500

¥434,500

¥77,000

○

¥291,500

¥385,000

¥434,500

¥77,000

○

¥385,000



注）roll bar/cageは、Gravity Blackは選択できません



White Dove Grey Graphite Black Matt Black

Primrose
Yellow

Yellow Sunflower
Yellow

Marigold Orange

Bright Red Warm Red Tomato
Red

Cherry Carmine
Red

Burgundy

Lime

Olympic
Blue

Marina
Blue

Cosmos
Blue

Cobalt Peppermin

Light Blue

Alrantic
Blue

Grass
Green

Denim Kelly
Green

Forest
Green

Turquoise Light Aqua

Aegean Pink Lavender Cyclamen Violet

Cream Silver Gold Dark Grey Gunmetal

Luminous
Yellow

Luminous
Orange

Luminous
Cyan

Luminous
Green

Luminous
Red

Carbon

注）Pinstripeは、Carbonは選択できません



SEVEN 480S

全長 mm 3,100

全幅 mm 1,575

全高 mm 1,115

ホイールベース mm 2,225

トレッド　前/後 mm 1336/1336

最低地上高 mm 100

車両重量（乾燥重量） kg 525

エンジンの種類 Ford Duratec 2.0

排気量 cc 1,999

ボア ｘ ストローク 87.5 ｘ 83.1

使用燃料 RON 95+

燃料タンク容量 L 36

最高出力 kW(ps)/rpm 176.5(240)/8500

最大トルク 　Nm(kgf/m)rpm 206（21.0）/6300

最高速 km/h 225

0-100km加速 s 3.4

Power to weight ps/t 460

トランスミッション 5速MT

前 Superlight widetrack Double wishbone

後 A-frame

前 ベンチレーテッドディスク with Quad Callipers

後 ソリッドディスク

前 195/50R15

後 195/50R15

前 6.5J x 15

後 6.5J 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、2022年3月12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




