
 

車種 

年式・型式ご確認ください 
サイズ 

サマータイヤ オールシーズンタイヤ 

Toyo SD-k7/SD-7 DL ｴﾅｾｰﾌﾞ EC204 DL MAXX AS1 MICHELIN ｸﾛｽｸﾗｲﾒｲﾄ NEXEN N’blue4s 

アクティトラック ホビオ 145R12 6PR V02e ￥42,000- VAN01 ￥43,000- － － － 

Ｎ-ＶＡＮ 145/80R12 80/78N 

 

V02e ￥42,000- VAN01 ￥43,000- － － － 

バモス 155/70R13 ￥45,000- ￥52,000- ￥62,000- － ￥56,000- 

ライフ ゼスト 155/65R13 ￥46,000- ￥48,000- － － － 

Ｎシリーズ(N-VAN 除く) 
155/65R14 ￥49,900- ￥55,000- ￥65,000- － ￥59,000- 

165/55R15 ￥59,900- ￥69,900- － － － 

フィットＧＥ  175/65R15 ￥57,000- ￥69,000- ￥83,000- ﾌﾟﾗｽ ￥85,000- ￥73,000- 

フィットＧＫ 175/70R14 ￥53,000- ￥62,000- ￥75,000- ￥76,000- ￥66,000- 

フィット・シャトル 

グレイス 

185/60R15 ￥64,000- ￥77,000- ￥92,000- ﾌﾟﾗｽ ￥97,000- ￥79,900- 

185/55R16 NE03+ ￥83,000- ￥97,000- ﾋﾟﾚﾘ CINTURATO AS+ のみ設定有り ￥115,000- 

フリード ５Ｈ 
185/65R15 ￥63,000- ￥77,000- ￥89,900- ￥91,000- ￥78,000- 

195/55R16 NE03+ ￥86,000- ￥97,000- ￥116,000- ﾌﾟﾗｽ ￥115,000- ￥99,900- 

フリード ４Ｈ 185/70R14 ￥55,000- ￥65,000- － － － 

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 

205/60R16 ￥78,000- ￥95,000- ￥117,000- ﾌﾟﾗｽ ￥119,000- ￥99,900- 

205/55R17 MP-Z ￥99,000- LM-V ￥125,000- － ﾌﾟﾗｽ ￥141,000- － 

215/50R17 ￥96,000- ￥124,000- － ﾌﾟﾗｽ ￥154,000- － 

215/45R18 NE03+ ￥114,000- ￥148,000- － － － 

オデッセイ ヴェゼル 
215/60R16 ￥79,000- ￥98,000- ￥119,000- ﾌﾟﾗｽ ￥119,000- ￥102,000- 

215/55R17 ￥89,900- ￥114,000- － ﾌﾟﾗｽ ￥141,000- ￥121,000- 

オデッセイ ジェイドＲＳ 225/45R18 ￥114,000- ￥147,000- ￥168,000- ﾌﾟﾗｽ ￥183,000- － 

ヴェゼルＲＳ 225/50R18 NE03+ ￥115,000- ￥142,000- － － － 

アコードハイブリッド 
225/50R17 NE03+ ￥108,000- LM-V ￥135,000- ￥156,000- ﾌﾟﾗｽ ￥158,000- － 

235/45R18 ﾌﾟﾛｸｾｽ ￥152,000- LM-V ￥165,000- － ﾌﾟﾗｽ ￥184,000- － 

シビック  
215/50R17 ￥96,000- ￥124,000- － ﾌﾟﾗｽ ￥154,000- － 

235/40R18 NE03+ ￥137,000- LM704 ￥172,000- － ﾌﾟﾗｽ ￥189,900- － 

 

純正タイヤを使う場合のホイール４本のみの価格はコチラ(組み換え・バランス・脱着工賃が別途必要) 
１２インチ・・・￥28,000-    １３インチ・・・￥29,000-    １４インチ・・・￥34,000- 

１５インチ・・・￥38,000-    １６インチ・・・￥45,000-    １７インチ・・・￥52,000-    １８インチ・・・￥62,000- 

エクシーダーＥ０５ 
クリアシルバー 

 14 ｲﾝﾁ フリード 設定無し 

エアベルグ ローレン 
艶なしマットブラック(大) 

プラチナシルバー(小) 
16 ｲﾝﾁ 4 穴 設定なし 

シュナイダー スタッグ 
ストロングガンメタ(大) 
メタリックグレー(小) 

12 ｲﾝﾁ設定なし 

ジョーカー スクリュー 
シルバー 

16 ｲﾝﾁ４穴 設定なし 

ヴェルヴァ スポルト 
ディープメタルⅡ 

表示価格はユーザーさまへの販売価格です(お車への脱着工賃は別途になります) 

メッキホイールナットはサービスですが、今人気のブラックナットに交換希望の場合は別途 4,000 円必要です 

ホイールの色は印刷上の都合で実際とは異なる場合があります。欠品の場合もありますので在庫確認をお願いします。有効期限 2020年 8月末 
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LEONIS GX 
PBMC(写真大) 

BK/SC(RED)写真小 

＆BMCMC(写真無し) 

は共に価格ＵＰの 

サイズ限定カラー 

１４ｲﾝﾁのフリード設定無し 

14 ｲﾝﾁ\37,000-UP  15 ｲﾝﾁ\39,000-UP 

16 ｲﾝﾁ\43,000-UP  17 ｲﾝﾁ\46,000-UP 

18 ｲﾝﾁ\51,000-UP 
軽ｶｰｻｲｽﾞ 165/50R16 TOYO NE03ｓｅｔ￥114,000- 

13 ｲﾝﾁ\9,000-UP  14 ｲﾝﾁ\10,000-UP 

15 ｲﾝﾁ\11,000-UP  16 ｲﾝﾁ\11,000-UP 

17 ｲﾝﾁ\12,000-UP  18 ｲﾝﾁ\13,000-UP 

12 ｲﾝﾁ\19,000-UP  14 ｲﾝﾁ\23,000-UP 

15 ｲﾝﾁ\26,000-UP  16 ｲﾝﾁ\30,000-UP 

17 ｲﾝﾁ\31,000-UP  18 ｲﾝﾁ\33,000-UP 
軽ｶｰｻｲｽﾞ 165/50R16 TOYO NE03ｓｅｔ￥101,000- 

 

SMACK REVILA 
サファイアブラックポリッシュ 

１４ｲﾝﾁのフリード設定無し 

１６ｲﾝﾁの４穴設定無し 

AME STEINER LST 
ブラックポリッシュ 

１４ｲﾝﾁは軽カーサイズ限定 

１６ｲﾝﾁの５穴設定無し 

１６ｲﾝﾁの４穴クリアランス注意 

ザインＳＶ 
メタルフレークシルバー 

14 ｲﾝﾁのフリードと 
16 ｲﾝﾁの 4 穴設定なし 


