
16inch/17inch

GOLD
【16REVERSE RIM】

FINE HITE SILVER2
【16REVERSE RIM】

MAT CARBON
【16REVERSE RIM】

CRYSTAL SILVER
【17STEP RIM】

TITAN GOLD
【17STEP RIM】

MANDLIN ALERT
【16RVERSE RIM】

SILVER CLEAR RED
【17STEP RIM】

16inch/17inch

16inch/17inch 16inch/17inch

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

　●補修品 ・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）

・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

※この商品はデザイン上エアバルブがインナーリム側に取り付けられます。

※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。

　■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。）

※アウターバルブ仕様は17インチ、ステップリムのみ可能。16インチリバースリムは不可。

 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　【16INCH】定価5.000円【17INCH】定価 6,000円／本アップ

・フラットバルブ、フラットバルブ用エクステンション （ホイール4本注文に付き 1個同梱）

・特殊PCD加工（5H-100～120.65）　定価 4,000円／本アップ　※4HはPCD100のみの設定となります

・アウターバルブ仕様　（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

・アウター／インナーバルブ仕様（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

・カラーアルマイトリム（艶有／艶無 ブロンズ・ブラック）　【16INCH】定価12.000【17INCH】定価 14,000円／本アップ

標準カラー

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）

 16×6.0J ¥47,000 ¥51,000 ¥49,000 ¥53,000
 16×6.5J ¥48,000 ¥52,000 ¥50,000 ¥54,000
 16×7.0J ¥49,000 ¥53,000 ¥51,000 ¥55,000
 16×8.0J ¥51,000 ¥55,000 ¥53,000 ¥57,000
 16×8.5J ¥52,000 ¥56,000 ¥54,000 ¥58,000
 16×9.0J ¥53,000 ¥57,000 ¥55,000 ¥59,000

標準カラー

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）

 17×6.5J ¥50,000 ¥54,000 ¥52,000 ¥56,000
 17×7.0J ¥51,000 ¥55,000 ¥53,000 ¥57,000
 17×7.5J ¥52,000 ¥56,000 ¥54,000 ¥58,000  

 17×8.0J ¥53,000 ¥57,000 ¥55,000 ¥59,000
 17×8.5J ¥54,000 ¥58,000 ¥56,000 ¥60,000
 17×9.0J ¥55,000 ¥59,000 ¥57,000 ¥61,000
 17×9.5J ¥56,000 ¥60,000 ¥58,000 ¥62,000
 17×10.0J ¥57,000 ¥61,000 ¥59,000 ¥63,000
 17×10.5J ¥58,000 ¥62,000 ¥60,000 ¥64,000

    35(22)   ～   19(38)    45(22)   ～   29(38)
    41(22)   ～   13(50)
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ディスクカラー

Adisk Odisk

セミオーダーカラー
クリアカラー 4-100 4-100

ｵｰﾀﾞｰｲﾝｾｯﾄ (ﾘﾑの深さ) ｵｰﾀﾞｰｲﾝｾｯﾄ (ﾘﾑの深さ)

   51(22)   ～   23(50)
    48(22)   ～     6(64)    58(22)   ～   16(64)

セミオーダーカラー
クリアカラー 4-100 4-100

ｵｰﾀﾞｰｲﾝｾｯﾄ (ﾘﾑの深さ) ｵｰﾀﾞｰｲﾝｾｯﾄ (ﾘﾑの深さ)
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Adisk

    60(22)   ～   -6(88)    70(22)   ～     4(88)
    67(22)   ～  -13(102)    77(22)   ～   -3(102)
    73(22)   ～  -19(114)    83(22)   ～   -9(114)

Odisk

    32(42)   ～   25(49)
    29(42)   ～     8(63)     39(42)   ～   18(63)
    35(42)   ～     2(75)     45(42)   ～   12(75)

    22(42)   ～   15(49)

    51(42)   ～     6(87)
    48(42)   ～   -11(101)     58(42)   ～   -1(101)
    54(42)   ～   -17(113)     64(42)   ～   -7(113)

    41(42)   ～   -4(87)

    60(42)   ～   -23(125)     70(42)   ～   -13(125)
    67(42)   ～   -30(139)     77(42)   ～   -20(139)
    73(42)   ～   -36(151)     83(42)   ～   -26(151)

▲SPECIFICATIONS 16inch　2PIECE/FULL REVERSE

※リム深さ34㎜未満でリムよりディスクが突出します。

▲SPECIFICATIONS 17inch　2PIECE/SEMI REVERSE STEP RIM

※リムからの突出はありません。

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

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

（H-disk) （L-disk)

（H-disk) （L-disk)

表側からはエア注入が困難となりますので予め御了承下さい。（オプション設定有り）

●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）


