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SPECIFICATIONS 19inch　1PIECE/NORMAL FORGED BILLET

ペイント ブラックアノダイズド ブラッシュド SIZE

ミドルコンケイブ ディープコンケイブ ウルトラディープコンケイブ
 5H-100(57)(60)　5H-112(66.5)  5H-100(57)(60)　5H-112(66.5)  5H-100(57)(60)　5H-112(66.5)
5H-114.3(73.3)　5H-120(72.5) 5H-114.3(73.3)　5H-120(72.5) 5H-114.3(73.3)　5H-120(72.5)
INSET[ハブ高さクリアランス]mm INSET[ハブ高さクリアランス]mm INSET[ハブ高さクリアランス]mm

標準インセット オーダーインセット 標準インセット オーダーインセット 標準インセット オーダーインセット
¥120,000 ¥130,000 ¥135,000  19×8.0J 47 [34] 47 [34]～38 [43]
¥122,000 ¥132,000 ¥137,000  19×8.5J 43 [44] 35 [52] ◆15 [72] 49 [38]～（◆17 [70]～15 [72]）
¥126,000 ¥136,000 ¥141,000  19×9.5J 42 [30] 35 [37] 23 [49] 45 [27]～15 [57]
¥130,000 ¥140,000 ¥145,000  19×10.5J 35 [31] 25 [41] 12 [54] 35 [31]～12 [54]
¥132,000 ¥142,000 ¥147,000  19×11.0J 18 [55] 42 [31] ～ 8 [65]

¥6,000up 特殊P.C.D. 5H-108～120
表示価格は全て税抜き価格です。 FMB1●カラー：ペイント/ブラックアノダイズド(SKA/B)/ブラッシュド(BRU)

※ペイントカラーは、WORK指定のカラーよりお選びいただけます。詳しくはお問合せ下さい。
●付属品：センターキャップ(クロームメッキ)/1個・エアバルブ/1個(V29A2)
●◆は5H-120の設定がありません。
※P.C.D.5H-100モデルは、小径レンチ仕様となりますので詳しくはお問合せ下さい。
※ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せ下さい。
※製造条件により対応できない場合があります。
※オーダーインセットは車両条件により対応できない場合があります。
※仕様により多少納期がかかる場合があります。
※ブラックアノダイズド(SKA/B)は、製造上色むら・個体毎の色差が生じる場合があります。
　これらの色むら・色差は製品保証外となりますのでご注意下さい。
※ハブ高さクリアランスの数値は、取付面からセンターキャップまでの参考値です。
　上記のハブ高さ以下であっても車両ハブ形状によっては接触する場合があります。

Optional Items
■センターキャップ（カットクリア） 同価格
■センターキャップ（グレークリア） 同価格
■Kset（ブラックエアバルブ） 同価格
■ハブカラー
　5H-100(60）用 ： トヨタ、マツダ（φ54）・ホンダ、ミツビシ、スバル（φ56）
                                VW（φ57）　各￥1,500/1set（2個）
　5H-114.3用 ： トヨタ（φ60）・ニッサン（φ66）・ホンダ（φ64）
                          ミツビシ、マツダ（φ67）各￥1,500/1set（2個）
                          スバル（φ56）￥1,500/1set（2個）
　5H-112用 ： AUDI＆VW（φ66.5からφ57） ￥1,500/1set（2個）
　5H-120用 ： LEXUS LS（φ72.5からφ60） ￥1,500/1set（2個）
                        HONDA LEGEND（φ72.5からφ64） ￥1,500/1set（2個）

Repair Parts
■ №120239 センターキャップ ￥7,000/1個 (クロームメッキ)
■ №120240 センターキャップ ￥7,000/1個 (カットクリア)
■ №120241 センターキャップ ￥7,000/1個 (グレークリア)
■ №180063 エアバルブ ￥1,500/1個 (V29A2)
■ №180085 ブラックエアバルブ ￥1,500/1個 (V29K2)

▲

SPECIFICATIONS 20inch　1PIECE/NORMAL FORGED BILLET

ペイント ブラックアノダイズド ブラッシュド SIZE

ミドルコンケイブ ディープコンケイブ ウルトラディープコンケイブ
 5H-100(57)(60)　5H-112(66.5)  5H-100(57)(60)　5H-112(66.5)  5H-100(57)(60)　5H-112(66.5)
5H-114.3(73.3)　5H-120(72.5) 5H-114.3(73.3)　5H-120(72.5) 5H-114.3(73.3)　5H-120(72.5)
INSET[ハブ高さクリアランス]mm INSET[ハブ高さクリアランス]mm INSET[ハブ高さクリアランス]mm
標準インセット オーダーインセット 標準インセット オーダーインセット 標準インセット オーダーインセット

¥132,000 ¥142,000 ¥147,000  20×8.5J 45 [42] 35 [52] 25 [62] 45 [42]～14 [73]
¥134,000 ¥144,000 ¥149,000  20×9.0J 42 [51] 35 [58] 23 [70] 51 [42]～20 [73]
¥136,000 ¥146,000 ¥151,000  20×9.5J 38 [34] 25 [47] 12 [60] 45 [27]～11 [61]
¥138,000 ¥148,000 ¥153,000  20×10.0J 35 [43] 25 [53] 18 [60] 48 [30]～17 [61]
¥140,000 ¥150,000 ¥155,000  20×10.5J 32 [39] 23 [48] 44 [27]～23 [48]
¥142,000 ¥152,000 ¥157,000  20×11.0J 30 [47] 51 [26]～30 [47]

¥6,000up 特殊P.C.D. 5H-108～120
表示価格は全て税抜き価格です。 ●カラー：ペイント/ブラックアノダイズド(SKA/B)/ブラッシュド(BRU) Optional Items FMB1

※ペイントカラーは、WORK指定のカラーよりお選びいただけます。詳しくはお問合せ下さい。 ■センターキャップ（カットクリア） 同価格

●付属品：センターキャップ(クロームメッキ)/1個・エアバルブ/1個(V29A2) ■センターキャップ（グレークリア） 同価格

※P.C.D.5H-100モデルは、小径レンチ仕様となりますので詳しくはお問合せ下さい。 ■Kset（ブラックエアバルブ） 同価格

※ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せ下さい。 ■ハブカラー

※製造条件により対応できない場合があります。 　5H-100(60)用 ： トヨタ、マツダ（φ54）・ホンダ、ミツビシ、スバル（φ56）

※オーダーインセットは車両条件により対応できない場合があります。                          　　VW（φ57）　各￥1,500/1set（2個）

※仕様により多少納期がかかる場合があります。 　5H-114.3用 ： トヨタ（φ60）・ニッサン（φ66）・ホンダ（φ64）

※ブラックアノダイズド(SKA/B)は、製造上色むら・個体毎の色差が生じる場合があります。                            ミツビシ、マツダ（φ67）各￥1,500/1set（2個）

　これらの色むら・色差は製品保証外となりますのでご注意下さい。                         　スバル（φ56）￥1,500/1set（2個）

※ハブ高さクリアランスの数値は、取付面からセンターキャップまでの参考値です。   5H-112用 ： AUDI＆VW（φ66.5からφ57） ￥1,500/1set（2個）

　上記のハブ高さ以下であっても車両ハブ形状によっては接触する場合があります。   5H-120用 ： LEXUS LS（φ72.5からφ60） ￥1,500/1set（2個）

                      HONDA LEGEND（φ72.5からφ64） ￥1,500/1set（2個）

Repair Parts
■ №120239 センターキャップ ￥7,000/1個 (クロームメッキ)

■ №120240 センターキャップ ￥7,000/1個 (カットクリア)

■ №120241 センターキャップ ￥7,000/1個 (グレークリア)

■ №180063 エアバルブ ￥1,500/1個 (V29A2)

■ №180085 ブラックエアバルブ ￥1,500/1個 (V29K2)

グノーシス・エフエムビーゼロワン
1 piece  20 / 19 inch

※ブラッシュド加工についてはP.12カラーガイドをご覧下さい。
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さらに詳しい情報は
こちらからアクセス！
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ブラック (B)
( ミドルコンケイブ )

Kset 仕様19

ブラッシュド (BRU)
( ディープコンケイブ )20

ブラックアノダイズド (SKA/B）
( ディープコンケイブ )

Kset 仕様 19

ブラッシュド (BRU)
( ウルトラディープコンケイブ )20

【SIZE】FRONT：19inch × 9.5J INSET 42mm 　TIRE：255/35-19　REAR：19inch × 9.5J INSET 42mm　TIRE：255/35-19　COLOR：ブラッシュド (BRU)　

【SIZE】FRONT：20inch × 9.5J INSET 23mm 　TIRE：255/30-20　REAR：20inch × 10.5J INSET 18mm　TIRE：275/30-20　COLOR：ブラッシュド (BRU)　


