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●補修品

・フラットバルブ　定価 1,500円／個

・フラットバルブ用エクステンション　定価 1,500円／個

・ストレートバルブ 定価1,500円／個

※クリアーカラーの仕様等、不明な点はお問合せ下さい。

※価格・スペックは予告無く変更の恐れがあります。

※法令遵守、車両に適したサイズ・インセットを販売店と十分相談の上購入・取り付け下さい。 ヘアーライン マットブラック ヘアーライン
レッドレター

ヘアーライン
イエローレター

・センターキャップ 定価 5,000円／個　（ヘアライン/マットブラック/ヘアーラインレッドレター/ヘアーラインイエローレター）

Special Thanks　＠masunarinari

　■付属品

　●オプション

・カットアルマイトリム　同価格　　　　※標準のリムはバフアルマイト （フランジ形状はダグリップとなります）

・クローム／ブラック／ゴールドピアスボルト　定価 3,000円／本アップ　　※標準のピアスボルトはクラシカル
・リム交換 （別途お問い合わせ下さい。）

・フロントバルブ仕様　（アウターリムへのストレートバルブ取り付けに変更。その際フラットバルブ及びエクステンションは同梱されません。） 定価 2,000円／本アップ

・フロント／リアバルブ仕様（アウターリムへのストレートバルブ取り付けに変更。インナーリムへはTPMSセンサーバルブ取り付けの為穴開け加工。

 その際フラットバルブ及びエクステンションバルブは同梱されません。） 定価 2,000円／本アップ

・ブラッシュドリム　【18inch】定価 8,000円／本アップ【19inch】定価 10,000円／本アップ

・特殊PCD加工（5H-98～120.65）　定価 4,000円／本アップ

・カラーアルマイトリム（艶有／艶無 ブロンズ・ブラック）　【18inch】定価 18,000円／本アップ【19inch】定価 20,000円／本アップ

【19inch】 L型バルブ　※各サイズ最小（マイナス側）インセットよりアウト側へ18ｍｍまでの範囲は、ストレートバルブ仕様となります。

【18inch】 L型バルブ　※各サイズ最小（マイナス側）インセットよりアウト側へ18ｍｍまでの範囲は、フラットバルブ仕様となります。

※各サイズ最小（マイナス側）インセットよりアウト側へ18ｍｍまでの範囲は、フラットバルブ仕様となります。

（税抜価格）

標準色

クリスタルシルバー

マットブラック （標準以外のペイント）

 18×8.0J ¥66,000 ¥70,000 ¥70,000 ¥74,000 ¥100,000 ¥103,000
 18×8.5J ¥67,000 ¥71,000 ¥71,000 ¥75,000 ¥101,000 ¥104,000
 18×9.0J ¥68,000 ¥72,000 ¥72,000 ¥76,000 ¥102,000 ¥105,000
 18×9.5J ¥69,000 ¥73,000 ¥73,000 ¥77,000 ¥103,000 ¥106,000
 18×10.0J ¥70,000 ¥74,000 ¥74,000 ¥78,000 ¥104,000 ¥107,000
 18×10.5J ¥71,000 ¥75,000 ¥75,000 ¥79,000 ¥105,000 ¥108,000
 18×11.0J ¥72,000 ¥76,000 ¥76,000 ¥80,000 ¥106,000 ¥109,000
 18×11.5J ¥73,000 ¥77,000 ¥77,000 ¥81,000 ¥107,000 ¥110,000
 18×12.0J ¥74,000 ¥78,000 ¥78,000 ¥82,000 ¥108,000 ¥111,000
 18×12.5J ¥75,000 ¥79,000 ¥79,000 ¥83,000 ¥109,000 ¥112,000

18
ディスクカラー

Adisk Odisk

5-114.3 5-114.3

オーダーイ ンセット　(リムの深さ） オーダーイ ンセット　(リムの深さ）

セミオーダーカラー
クリアカラー バフフィニッシュ

バフフィニッシュ

＋クリアカラー

　38 (53)　～　16(75) 　45 (53)　～　71 (75)
　45 (53)　～　15(83) 　52 (53)　～　22 (83)

　64(53)　～　-4 (121) 　71 (53)　～　3 (121)
　70(53)　～　-10(133) 　77(53)　～　-3 (133)

　51(53)　～　9 (95) 　58 (53)　～　16 (95)
　57(53)　～　3 (107) 　64 (53)　～　10 (107)

　85 (57)　～　-29 (171) 　85 (64)　～　-22 (171)
　85 (63)　～　-35 (183) 　85 (70)　～　-28 (183)

　76 (53)　～　-16 (145) 　83 (53)　～　-9 (145)
　83 (53)　～　-23 (159) 　85 (58)　～　-16(159)

▲SPECIFICATIONS 18inch　2PIECE/FULL REVERSE

※リム深さ63㎜未満はディスクがリムより突出します。

ブラックカットクリア
シルバーカットクリア

シルバーカットマットクリア
ブラックカットマットクリア

(SH disk) (L disk)

※リム深さ63㎜未満はディスクがリムより突出します。

▲SPECIFICATIONS 19inch　2PIECE/SEMI REVERSE （税抜価格）

標準色

クリスタルシルバー

マットブラック （標準以外のペイント）

 19×8.0J ¥78,000 ¥82,000 ¥82,000 ¥86,000 ¥112,000 ¥115,000
 19×8.5J ¥79,000 ¥83,000 ¥83,000 ¥87,000 ¥113,000 ¥116,000
 19×9.0J ¥80,000 ¥84,000 ¥84,000 ¥88,000 ¥114,000 ¥117,000
 19×9.5J ¥81,000 ¥85,000 ¥85,000 ¥89,000 ¥115,000 ¥118,000
 19×10.0J ¥82,000 ¥86,000 ¥86,000 ¥90,000 ¥116,000 ¥119,000
 19×10.5J ¥83,000 ¥87,000 ¥87,000 ¥91,000 ¥117,000 ¥120,000
 19×11.0J ¥84,000 ¥88,000 ¥88,000 ¥92,000 ¥118,000 ¥121,000
 19×11.5J ¥85,000 ¥89,000 ¥89,000 ¥93,000 ¥119,000 ¥122,000
 19×12.0J ¥86,000 ¥90,000 ¥90,000 ¥94,000 ¥120,000 ¥123,000
 19×12.5J ¥87,000 ¥91,000 ¥91,000 ¥95,000 ¥121,000 ¥124,000

STEP RIM

19
ディスクカラー

Adisk Odisk

セミオーダーカラー
クリアカラー バフフィニッシュ

バフフィニッシュ

＋クリアカラー
5-114.3 5-114.3

  45(53)  ～  -7 (105)   52(53)  ～  0 (105)
  51 (53)  ～  -17 (117)   58 (53)  ～  -6 (117)

オーダーイ ンセット　(リムの深さ） オーダーイ ンセット　(リムの深さ）

  38 (53)  ～  0(91)   45 (53)  ～  7(91)

  70(53)  ～  -32 (155)   77 (53)  ～  -25 (155)
  76 (53)  ～  -38 (167)   83(53)  ～  -31 (167)

  57 (53)  ～  -19 (129)   64 (53)  ～  -12 (129)
  64 (53)  ～  -26 (143)   71 (53)  ～  -19 (143)

  83 (53)  ～  -45 (181)   85(58)  ～  -38 (181)
  85 (57)  ～  -51 (193)   85 (64)  ～  -44 (193)

  85 (70)  ～  -50(205)  85 (63)  ～  -57 (205)

ブラックカットクリア
シルバーカットクリア

シルバーカットマットクリア
ブラックカットマットクリア

※各サイズ最小（マイナス側）インセットよりアウト側へ18ｍｍまでの範囲は、ストレートバルブ仕様となります。

(SH disk) (L disk)

SILVER CLEAR RED

【18REVERSE RIM】

BLACK CUT CLEAR BLUE

【19STEP RIM】

CASSIS HAZE

【19STEP RIM】

BLACK CLEAR BRONZE

【19STEP RIM】

BUFF FINISH

【19STEP RIM】

BLACK CUT CLEAR

【19STEP RIM】

●センターキャップ別売　
￥1.000-【同時購入価格】
（単品購入の場合は￥5.000）


