
 

2018 年 9 月現在の現行車 サイズ TOYO G 5 DL ｳｲﾝﾀｰﾏｯｸｽ 0 1 DL ｳｲﾝﾀｰﾏｯｸｽ 0 ２ BRIDGESTONE VRX BRIDGESTONE VRX２ 

アクティトラック 145R12 6P DELVEX ￥42,000 ｳｲﾝﾀｰﾏｯｸｽ SV01 ￥39,900 W300 ￥49,000 VL-1 ￥51,000 

Ｎ－ＶＡＮ 145/80R12 80/78N DELVEX ￥42,000 ｳｲﾝﾀｰﾏｯｸｽ SV01 ￥39,900 W300 ￥49,000 ― 

155/65R14 ￥44,000 ￥47,000 ￥55,000 ￥57,000 ￥66,000 
Ｎシリーズ 

165/55R15 ￥64,000 ￥75,000 ￥87,000 ￥92,000 ￥103,000 

Ｓ６６０（ホイールは①④のみ） 前後異径純正サイズ ― ― ￥105,000 ― ￥123,000 

175/70R14 ￥49,900 ￥57,000 ￥65,000 ￥69,000 ￥75,000 

185/60R15 ￥67,000 ￥79,000 ￥92,000 ￥97,000 ￥108,000 
フィット 

グレイス  シャトル 

185/55R16 GIZ ￥98,000 ― ￥115,000 ― ￥136,000 

フリード フリード＋ 185/65R15 ￥61,000 ￥71,000 ￥81,000 ￥86,000 ￥95,000 

ステップワゴン ジェイド 205/60R16 ￥85,000 ￥99,900 ￥116,000 ￥122,000 ￥136,000 

ステップワゴン 205/55R17 Mk4α ￥109,900 ― ￥144,000 ― ￥169,000 

ジェイド 215/50R17 ￥108,000 ￥129,900 ￥152,000 ￥161,000 ￥179,000 

ジェイド オデッセイ 225/45R18 ￥128,000 ￥152,000 ￥176,000 ￥185,000 ￥207,000 

215/60R16 ￥87,000 ￥103,000 ￥119,900 ￥126,000 ￥139,900 
オデッセイ  ヴェゼル 

215/55R17 ￥106,000 ￥127,000 ￥148,000 ￥156,000 ￥174,000 

ヴェゼルＲＳ 225/50R18 TX ￥178,000 ￥154,000 ￥177,000 ― ￥209,000 

215/55R16 GIZ ￥111,000 ― ￥132,000 ― ￥156,000 
シビック 

235/40R18 ― ― ― ― ￥235,000 

ＣＲ-Ｖ【新型ＲＷ/ＲＴ系】 235/60R18 TX ￥151,000 ｳｲﾝﾀｰﾏｯｸｽ SJ8 ￥139,000 ﾌﾞﾘｻﾞｯｸ DM-V2 ￥159,900 

225/50R17 ￥111,000 ￥134,000 ￥157,000 ￥166,000 ￥186,000 
アコード 

235/45R18 ― ― ￥183,000 ― ￥215,000 

過去に販売された車両  

Ｎ-ＢＯＸ 145/80R13 ￥39,900 ￥44,000 ￥49,000 ￥51,000 ￥56,000 

アクティバン ホビオプロ 145R12 8P DELVEX ￥52,000 ― SV01 ￥52,000 ― VL-1 ￥59,000 

バモス 155/70R13 ￥42,000 ￥49,000 ￥55,000 ￥57,000 ￥62,000 

155/65R13 ￥42,000 ￥46,000 ￥51,000 ￥54,000 ￥63,000 
ライフ ゼスト 

165/55R14 ￥55,000 ￥65,000 ￥75,000 ￥79,000 ￥87,000 

フリード４穴 ※③ホイールのみ 185/70R14 ￥52,000 ￥59,900 ￥69,000 ￥73,000 ￥79,900 

フィット GE6-9/GP1 175/65R15 ￥58,000 ￥66,000 ￥75,000 ￥79,000 ￥87,000 

ＣＲ-Ｖ【ＲＭ系】 225/65R17 TX ￥125,000 ｳｲﾝﾀｰﾏｯｸｽ SJ8 ￥113,000 ﾌﾞﾘｻﾞｯｸ DM-V2 ￥131,000 

ステップワゴン RK1 等 195/65R15 ￥66,000 ￥77,000 ￥87,000 ￥92,000 ￥103,000 

ステップワゴン ストリーム 205/65R15 ￥68,000 ￥79,900 ￥92,000 ￥98,000 ￥108,000 

表示価格はスタッドレスタイヤとホイールセット 1 台分のユーザーさま税別の販売価格です。 お車への脱着工賃は別途、頂戴いたします。 

積雪時期になると欠品になることもございます/純正ホイールに冬タイヤを組付けて夏タイヤに装着する場合は別途工賃必要/トーヨータイヤは減産の為ご提供できない場合があります 

価格アップでお洒落な５番～７番のアルミホイールに変更もできます 
12 ｲﾝﾁ･･･￥10,000ＵＰ   13 ｲﾝﾁ･･･￥12,000ＵＰ    14 ｲﾝﾁ･･･￥12,000ＵＰ 

15 ｲﾝﾁ･･･￥13,000ＵＰ    16 ｲﾝﾁ･･･￥14,000ＵＰ    17 ｲﾝﾁ･･･￥15,000ＵＰ 

18 ｲﾝﾁ･･･￥16,000ＵＰ   車種・グレードによっては装着できない場合もあります 
 

⑤ユーロスピードＢＬ１０･･･ﾌﾘｰﾄﾞ系 14 ｲﾝﾁ 設定無し 

⑥プラウザーレグラス･･･ｺﾝﾊﾟｸﾄｶｰ用 14 ｲﾝﾁ/16 ｲﾝﾁ 4H 設定無し 

⑦ライツレーＤＫ･･･12 ｲﾝﾁ/16 ｲﾝﾁ 4H 設定無し 

エクシーダ Ｅ０３ 
ダークシルバー 

ティラード ガンマ 
シルバー 

Ｋカー15in/16in4Ｈ設定無し 

ザインＳＳ 
メタルフレークシルバー 
16in 4Ｈ/18in 設定無し 

資料有効期限 2019 年 3 月末・ｈｉｇｈｕｐ 

ユーロスピード ＢＬ１０ 
ブラックポリッシュ 

ヴァーレンＷ０４ 
ダークシルバー 

12in 設定無し 

ライツレーＤＫ 
ブラックメタリックポリッシュ 

プラウザー レグラス 
ダイヤモンドブラックポリッシュ 


