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ホイールにイマドキを求めるなら、
フォルクスワーゲンにシーカー會
アウティ9こグランシーカー CCX。
スタンス探を中心に爆発的な人気を＂るワークのシーカーとグランシーカー CCX, US テイストなイマドキデザインとワークならではの
自由なサイズ餃定リーズナブルな価格の強カコンピネーションには、他のどのホイールも太刀打ちできそうもない！
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19インチと20インチの3ビースは、 カラ ーパリエ ーションで選ぶ。

3ピー スキャストで19インチ

と20インチホイ ールを註定する

グランシーカー CCXは、アウディ
のセダン＆ク ーペにすごく似合う

モデルだ。

ワークのラインナップではアウ
ディにふさわしいホイ ールとして、

グノ ーシスブランドでラインナッ
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プを豊宮9こ緬えているが、 グノ ー ジも作り出せるから、 ポ デ ィ カ カラ ーから選べるセミオーダ ーカ

シスはアウディのクリ ーンさや流 ラーとのコーディネートが楽しい。 ラー
、 リムのアルマイトカラ ーを

麗さを存分に引き出すモデルであ 餃定'"テザインだけだが、 そ 遠べるリムアレンジ、 さらにカラ

るのに対して、 アウディにイマド こはカスクムホイ ールのトップ リズムやカラリス�ムクリアという

キっぼさや元烹な雰囲気を与えて メ ーカーのワークこと。 カラ ーパ ヴィヴィッドなカスタム"上げを

くれるのがグランシー カー CCX。 リエーションの豊宮さで、 グラン 遠択することで、 様々なキャラク

それでいてカソトクリアなどを選 シーカー CCX を選ぶ楽しさを ターをアウディに与えることがで
ペば、 オシャレでクリーンなイメ ー 慧屈大にしている• 多彩な餃定 きる。
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中日木コ ールセンタ ー i052]77H5'2
寛B木コ ールセンク ー 10<81688·7555

エアサスやワイドフェンダー
、 キャンパー付きにはシ ー カー

。

とくにフォルクスワーゲンのゴ

ルフやポロ、 アップ！など、 コン

バクトなポディに似合いまくるの
が、 ワークのシーカーだ。シーカ ー

には3つのデザインが設定され

ふFXがト，，ディショナル系ス

ポークを使ったデザインで、 ex
とGXは流行の細かいメッシュ
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パターンだ。 キャストの2ピースでステップ

シー カ ーのすごいところ"、 ど リムが組み合わされるシーカ ーの

のデザインを選んでも「イマド 3モデルは、 <6インチがリム幅

キ」感が半端じゃないこと。 享検 6.0J-90J、 ,, ィンチがリム
対応サイズでユルめに履かせて 幅70J-<05J、 <8インチが
も、 烙いキャンパーを付けて寝か リム幅7.SJ-«SJの餃定と

せても、 すごく似合うしイマっぼ なる。 値段もリ ーズナブルで、 定
くなってしまうのだ。 薔サイズと言える,axesの

カットクリアを選ぺば、 1本6

万2000円...、 1台分で24
万8000円＋税で、 シー カ ーの

かっこよさが手に入ってしまう。

もしフォルクスワーゲンを元気系
にしたいなぁ、 と思うなら、 シー

力ーを選ぷのが淀対！

•サイズ： ""'_,., "·"''ム●, .. ことの註定9●2ピース リバース

ブリム●デ,,, スタンダードA魯 デ9ープリム�● ピックキャリバー 氏●
●●● マットブ,.,,,.,万=a-,万"'リム●"』アップごとに•=円づ
つアップ .別9 カッ,,,,,,万仄心円_,万=a,,,ム●〇＆アップごと

に1四円つつアップ·•胴9●柑●"""定●と●●●ステッブリム●ディスク・スクングー ド杖� ピッグ●•リパーM•●●● ：マット
,, ック9事5万 =s-•万=a,,,ム● , .. アッブごとに•=<ヨづつアッ プ·
.. , カット'""● 6万円-,,;細",,,ム●,. アップごとに•=円つ
っアップ· ●綱9●セミオーダーカ9—はマット,, ックと●●,. ●勾●"'"定●と
●●● ,, __ 
.,, ,.,, "·�-,,.,, ふ9リム●,. ごとの駐定9●2ピース リバース ステッ

"'"' 

●サイズ： ""ru_,.,,ru, リム●0ふごとの●定9●2ピース リバース
ステ9プリム●ディスク スタンダード心● デ9 ープリム＆底 ピックキャリパー
心●●●● · マット,,ック...万改心a-,万砂円9リム●'·"アップごと
に •=aづつアップ• ●●9 カッ,,,,ァ.. 万訳心円_,,.=円9リム●"』
アップごとに•=aつつア＇プ..., ● "怯,.,.,.は定●と●●●




