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SPECIFICATIONS 21inch　2PIECE/REVERSE FORGED BILLET
ディスクカラー

SIZE

セミコンケイブ ディープコンケイブ

ペイント ブラックアノダイズド ブラッシュド

バフフィニッシュ STANDARD DEEP RIM BIG CALIPER STANDARD DEEP RIM
Adisk Odisk Ldisk Hdisk Wdisk

シャンファーバフ
ブラッシュド

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-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) 5H-114.3(73.3)　5H-120(72.5) 5H-114.3(73.3)　5H-120(72.5)

コンポジットバフ
ブラッシュド

INSET(リムの深さ)mm INSET(リムの深さ)mm INSET(リムの深さ)mm INSET(リムの深さ)mm INSET(リムの深さ)mm
オーダーインセット オーダーインセット オーダーインセット オーダーインセット オーダーインセット

￥153,000 ￥163,000 ￥168,000 ￥178,000 21×8.5J 35(48)  ～  -3(86) 47(48)   ～   9(86) 25(48) ～ -13(86) 9(48)  ～  -29(86) 19(48) ～ -19(86)
￥155,000 ￥165,000 ￥170,000 ￥180,000 21×9.0J 41(48)  ～  -9(98) 53(48)   ～   3(98) 31(48) ～ -19(98) 15(48) ～ -35(98) 25(48) ～ -25(98)
￥157,000 ￥167,000 ￥172,000 ￥182,000 21×9.5J 47(48)～-15(110) 59(48) ～ -3(110) 37(48)～-25(110) 21(48)～-41(110) 31(48)～-31(110)
¥159,000 ¥169,000 ¥174,000 ¥184,000 21×10.0J 54(48)～-22(124) 66(48)～-10(124) 44(48)～-32(124) 28(48)～-48(124) 38(48)～-38(124)
￥161,000 ￥171,000 ￥176,000 ￥186,000 21×10.5J 60(48)～-28(136) 72(48)～-16(136) 50(48)～-38(136) 34(48)～-54(136) 44(48)～-44(136)
¥163,000 ¥173,000 ¥178,000 ¥188,000 21×11.0J 66(48)～-34(148) 78(48)～-22(148) 56(48)～-44(148) 40(48)～-60(148) 50(48)～-50(148)
¥165,000 ¥175,000 ¥180,000 ¥190,000 21×11.5J 73(48)～-41(162) 85(48)～-29(162) 63(48)～-51(162) 47(48)～-67(162) 57(48)～-57(162)
¥167,000 ¥177,000 ¥182,000 ¥192,000 21×12.0J 75(52)～-47(174) 87(52)～-35(174) 65(52)～-57(174) 49(52)～-73(174) 59(52)～-63(174)
¥169,000 ¥179,000 ¥184,000 ¥194,000 21×12.5J 69(64)～-53(186) 81(64)～-41(186) 59(64)～-63(186) 43(64)～-79(186) 53(64)～-69(186)

¥6,000up 特殊P.C.D. 5H-108～120.65 5H-108～130 5H-108～120.65 5H-108～120.65 5H-108～130
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)/バフフィニッシュ(PP2) FCV03SR・HRN

              シャンファーバフブラッシュド（SBR）/コンポジットバフブラッシュド(PBU)
※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(V24C)
※バフアルマイトリムが標準となります。
※セミコンケイブ時リム深さ83mm未満､ディープコンケイブ時リム深さ86mm未満は
   リム勘合部よりディスクが突出しますのでご注意下さい。
　 (リムフランジよりの突出はありません。)
※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。
※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。

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)
■ №180012 エアバルブ ￥1,200/1個 (V24C)
■ №180088 ブラックエアバルブ ￥1,700/1個 (V24K)
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SPECIFICATIONS 20inch　2PIECE/FULL REVERSE FORGED BILLET 
ディスクカラー

SIZE

セミコンケイブ

ペイント ブラックアノダイズド ブラッシュド

バフフィニッシュ STANDARD Adisk DEEP RIM Odisk BIG CALIPER Ldisk
シャンファーバフ
ブラッシュド

 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)

コンポジットバフ
ブラッシュド

INSET(リムの深さ)mm INSET(リムの深さ)mm INSET(リムの深さ)mm
オーダーインセット：1 オーダーインセット：2 オーダーインセット：1 オーダーインセット：2 オーダーインセット：1 オーダーインセット：2

￥135,000 ￥145,000 ￥150,000 ￥160,000 20×8.0J 34(42)  ～  18(58) 17(59)    ～    -5(81) 46(42)  ～  30(58) 29(59)     ～     7(81) 24(42)   ～   8(58) 7(59)    ～     -15(81)
￥137,000 ￥147,000 ￥152,000 ￥162,000 20×8.5J 41(42)  ～  11(72) 10(73)   ～   -12(95) 53(42)  ～  23(72) 22(73)     ～     0(95) 31(42)   ～   1(72) 0(73)    ～    -22(95)
￥139,000 ￥149,000 ￥154,000 ￥164,000 20×9.0J 47(42)   ～   5(84) 4(85)   ～   -18(107) 59(42)  ～  17(84) 16(85)   ～   -6(107) 37(42)  ～  -5(84) -6(85)  ～  -28(107)
￥141,000 ￥151,000 ￥156,000 ￥166,000 20×9.5J 53(42)  ～  -1(96) -2(97)  ～  -24(119) 65(42)  ～  11(96) 10(97)  ～  -12(119) 43(42) ～ -11(96) -12(97) ～ -34(119)
￥143,000 ￥153,000 ￥158,000 ￥168,000 20×10.0J 60(42) ～ -8(110) -9(111) ～ -31(133) 72(42)  ～  4(110) 3(111)  ～  -19(133) 50(42)～-18(110) -19(111)～-41(133)
￥145,000 ￥155,000 ￥160,000 ￥170,000 20×10.5J 66(42)～-14(122) -15(123)～-37(145) 78(42) ～ -2(122) -3(123) ～ -25(145) 56(42)～-24(122) -25(123)～-47(145)
￥147,000 ￥157,000 ￥162,000 ￥172,000 20×11.0J 72(42)～-20(134) -21(135)～-43(157) 84(42) ～ -8(134) -9(135) ～ -31(157) 62(42)～-30(134) -31(135)～-53(157)
￥149,000 ￥159,000 ￥164,000 ￥174,000 20×11.5J 79(42)～-27(148) -28(149)～-50(171) 91(42)～-15(148) -16(149)～-38(171) 69(42)～-37(148) -38(149)～-60(171)

¥6,000up 特殊P.C.D. 5H-108～120.65 5H-108～130 5H-108～120.65
表示価格は全て税抜き価格です。

SIZE

ディープコンケイブ
STANDARD Hdisk DEEP RIM Wdisk
 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)
INSET(リムの深さ)mm INSET(リムの深さ)mm

オーダーインセット：1 オーダーインセット：2 オーダーインセット：1 オーダーインセット：2
20×8.0J 5(45)   ～   -8(58) -9(59)   ～   -31(81) 15(45)   ～   2(58) 1(59)    ～    -21(81)
20×8.5J 12(45) ～ -15(72) -16(73)  ～  -38(95) 22(45)  ～  -5(72) -6(73)   ～   -28(95)
20×9.0J 18(45) ～ -21(84) -22(85) ～ -44(107) 28(45) ～ -11(84) -12(85) ～ -34(107)
20×9.5J 24(45) ～ -27(96) -28(97) ～ -50(119) 34(45) ～ -17(96) -18(97) ～ -40(119)
20×10.0J 31(45)～-34(110) -35(111)～-57(133) 41(45)～-24(110) -25(111)～-47(133)
20×10.5J 37(45)～-40(122) -41(123)～-63(145) 47(45)～-30(122) -31(123)～-53(145)
20×11.0J 43(45)～-46(134) -47(135)～-69(157) 53(45)～-36(134) -37(135)～-59(157)
20×11.5J 50(45)～-53(148) -54(149)～-76(171) 60(45)～-43(148) -44(149)～-66(171)
特殊P.C.D. 5H-108～120.65 5H-108～130 FCV-03･HRH

●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)/バフフィニッシュ(PP2)
              シャンファーバフブラッシュド（SBR）/コンポジットバフブラッシュド(PBU) Optional Items
※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(V24C または V39A) ■センターキャップ（グレークリア） 同価格

オーダーインセット:1はV24C、オーダーインセット:2はV39Aとなります。 ■Kset(ブラックエアバルブ) 同価格
※バフアルマイトリムが標準となります。 ■ハブカラー
※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。 　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）
※ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せ下さい。 　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）
※製造条件により対応できない場合があります。                            スバル（φ56） ￥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-112用 ： AUDI＆ＶＷ（φ66.5からφ57） ￥1,500/1set（2個）
※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。 　5H-120用 ： LEXUS LS（φ72.5からφ60） ￥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。                         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)
■ №180012 エアバルブ ¥1,200/1個 (V24C)
■ №180088 ブラックエアバルブ ￥1,700/1個 (V24K)
■ №180087 エアバルブ ¥2,000/1個 (V39A)
■ №180089 ブラックエアバルブ ￥2,500/1個 (V39K)

2 piece  21 / 20 inch

GNOSIS FCV03
グノーシス・エフシーブイゼロスリー

※カスタムオーダープラン対応アイコンの詳細は
各ブランドの最終ページをご確認下さい。 GN
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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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シャンファーバフブラッシュド（SBR）
（ディープコンケイブ）

（STEP RIM）21
ブラッシュド（BRU）

（ディープコンケイブ）
（STEP RIM）21

※装着画像はイメージです。

バフフィニッシュ（PP2）
（セミコンケイブ）20 ブラックアノダイズド（SKA/B）

（セミコンケイブ）20


