
 

車種 サイズ Toyo SD-k7/SD-7 DL ｴﾅｾｰﾌﾞ EC204 DL ﾙﾏﾝＶ アジアンタイヤ 

アクティトラック ホビオ 145R12 6PR V02 ￥41,000 VAN01 ￥39,900 TG4 ￥39,900 ﾈｸｾﾝ ￥41,000 

バモス 155/70R13 ￥55,000 ￥51,000 ― ﾈｸｾﾝ ￥48,000 

155/65R13 ￥44,000 ￥47,000 ― ﾈｸｾﾝ ￥41,000 

165/55R14 ￥52,000 ￥63,000 ￥66,000 ﾈｸｾﾝ ￥52,000 ライフ ゼスト 

165/50R15 ￥57,000 ￥71,000 ￥75,000 ｸﾑﾎ ￥61,000 

155/65R14 ￥49,000 ￥54,000 ￥59,000 ﾈｸｾﾝ ￥47,000 

165/55R15 ￥58,000 ￥69,000 ￥72,000 ﾈｸｾﾝ ￥59,000 
Ｎシリーズ 

16 インチは裏面④番の 

エクシーダ E03 と⑪のみ⇒ 165/50R16 NE03 ￥71,000 ￥83,000 ￥87,000 ｸﾑﾎ ￥69,900 

175/65R14 ￥51,000 ￥62,000 ￥65,000 ﾊﾝｺｯｸ ￥52,000 

185/55R15 ￥65,000 ￥79,900 ￥84,000 ﾊﾝｺｯｸ ￥59,900 
フィット 

～ＧＥ６ 

195/45R16 NE03+ ￥82,000 ― ￥99,900 ﾈｸｾﾝ ￥78,000 

フィットＧＥ インサイト 175/65R15 ￥57,000 ￥69,000 ￥73,000 ﾊﾝｺｯｸ ￥57,000 

フィットＧＫ 175/70R14 ￥51,000 ￥61,000 ― ﾊﾝｺｯｸ ￥52,000 

185/60R15 ￥64,000 ￥76,000 ￥79,900 ﾈｸｾﾝ ￥61,000 フィット インサイト 

グレイス 185/55R16 NE03+ ￥81,000 ￥95,000 ￥99,900 ﾊﾝｺｯｸ ￥71,000 

185/65R15 ￥59,900 ￥73,000 ￥77,000 ﾊﾝｺｯｸ ￥58,000 
フリード  

195/55R16 NE03+ ￥83,000 ￥95,000 ￥99,900 ﾊﾝｺｯｸ ￥72,000 

フリード４Ｈ 185/70R14 ￥53,000 ￥64,000 ― ﾊﾝｺｯｸ ￥53,000 

195/65R15 ￥66,000 ￥81,000 ￥85,000 ﾊﾝｺｯｸ ￥62,000 ステップワゴン 

～ＲＫ系 205/65R15 ￥68,000 ￥84,000 ￥89,000 ﾈｸｾﾝ ￥66,000 

205/60R16 ￥76,000 ￥93,000 ￥97,000 ﾊﾝｺｯｸ ￥75,000 

205/55R17 MP-Z ￥96,000 RV504 ￥124,000 ￥121,000 ﾈｸｾﾝ ￥94,000 

215/50R17 ￥94,000 ￥121,000 ￥128,000 ﾊﾝｺｯｸ ￥79,900 

ステップワゴン 

ステップワゴンスパーダ 

ジェイド ストリーム 

215/45R18 NE03+ ￥114,000 ￥146,000 ￥153,000 ﾈｸｾﾝ ￥104,000 

215/60R16 ￥77,000 ￥95,000 ￥101,000 ﾊﾝｺｯｸ ￥75,000 
オデッセイ ヴェゼル 

215/55R17 ￥88,000 ￥111,000 ￥117,000 ﾊﾝｺｯｸ ￥87,000 

オデッセイ 225/45R18 ￥113,000 ￥145,000 ￥153,000 ﾈｸｾﾝ ￥94,000 

ヴェゼルＲＳ 225/50R18 NE03+ ￥114,000 ￥139,900 ￥149,900 ﾊﾝｺｯｸ ￥97,000 

195/55R16 NE03+ ￥83,000 ￥95,000 ￥99,900 ﾊﾝｺｯｸ ￥72,000 
ＣＲ-Ｚ 

205/45R17 NE03+ ￥99,000 ― ￥124,000 ﾊﾝｺｯｸ ￥79,900 

ＣＲ-Ｖ 225/65R17 ﾌﾟﾛｸｾｽ ￥111,000 ― PT3 ￥137,000 ﾊﾝｺｯｸ ￥99,900 

225/50R17 NE03+ ￥106,000 RV504 ￥135,000 ￥132,000 ﾊﾝｺｯｸ ￥83,000 
アコードハイブリッド 

235/45R18 ﾌﾟﾛｸｾｽ ￥149,900 ― ￥163,000 ﾊﾝｺｯｸ ￥109,900 

215/65R16 ﾌﾟﾛｸｾｽ ￥98,000 ￥101,000 LM704 ￥105,000 ﾈｸｾﾝ ￥81,000 
エリシオン  クロスロード 

215/60R17 MP-Z ￥107,000 ￥109,900 ￥115,000 ﾊﾝｺｯｸ ￥91,000 

純正タイヤを使う場合のホイールのみの価格はコチラ(組み換え・バランス・脱着工賃別途必要です) 

１２インチ･･･￥26,000  １３インチ･･･￥27,000  １４インチ･･･￥32,000 

１５インチ･･･￥36,000  １６インチ･･･￥41,000  １７インチ･･･￥49,000  １８インチ･･･￥59,900   

ティラード ゼータ 
シルバー 

14 インチ フリード/16 インチ４穴 

18 インチ 設定無し 

15 インチ 4 穴 注意 

資料有効期限 2019 年 3 月末 ｈｉｇｈｕｐ 
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ヴェルヴァ イゴール 
ディープメタル 

16 インチ４穴 注意 

ユーロスピードＣ０７ 
メタリックシルバー 

14 インチ フリード 設定無し 

16 インチ 4 穴 注意 

エクシーダーＥ０４ 
シルバー 

14 インチ フリード 設定無し 

ザインＳＶ 
メタルフレークシルバー 

14 インチ フリード 

16 インチ４穴 設定無し 

ジョーカーステア 
シルバー 

16 インチ 4 穴 注意 
 

シュナイダー スタッグ 
ストロングガンメタ 

メタリックグレー同価格 
12 インチ 設定無し 

エアベルグ ゼノン 
ジェットブラック 

クリスタルシルバー同価格 
12 インチ 設定無し 

14 インチ フリード用は 

ジェットブラックのみ 

16 インチ 4 穴 注意 


