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SPECIFICATIONS 18inch　1PIECE/NORMAL

マットブラック グリミットシルバー
ダイヤカットリム SIZE

INSET[ハブ高さクリアランス]mm

 5H-114.3 5H-100
 5H-114.3  5H-114.3

¥42,000 ¥45,000  18×7.5J 53 [F:26/H:34] 47 [F:32/H:40] 38 [F:41/H:49]
¥6,000up 特殊P.C.D. 4H-98～114.3  5H-100～120 EMT-11R

表示価格は全て税抜き価格です。●カラー：マットブラック(MBL)/グリミットシルバーダイヤカットリム(GTSRC)
●付属品：エアバルブ/1個(ブラック：V29K2)・[センターキャップとスポーツデカールは、オプショナルアイテムになります。]
※ディスクデザインの関係上、リムフランジよりディスクが3mm突出しますのでご注意下さい。
※特殊P.C.D.時、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。
※ハブ高さクリアランスの数値は、取付面からF:FLAT TYPE/H:HIGH TYPE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
■ №120179 センターキャップ (FLAT TYPE シルバー) ￥3,000/1個
■ №120180 センターキャップ (HIGH TYPE シルバー) ￥3,000/1個
■ №120186 センターキャップ (FLAT TYPE ブラック) ￥3,000/1個
■ №120187 センターキャップ (HIGH TYPE ブラック) ￥3,000/1個
■ №120219 センターキャップ (FLAT TYPE レッド) ￥3,000/1個
■ №120220 センターキャップ (HIGH TYPE レッド) ￥3,000/1個
■ №120250 センターキャップ (FLAT TYPE ブルー) ￥3,000/1個
■ №120251 センターキャップ (HIGH TYPE ブルー) ￥3,000/1個
■ №180082 エアバルブ (レッド：V29R2）￥500up/1本
■ №180081 エアバルブ (ブルー：V29B2）￥500up/1本
■ №130052 スポーツデカール (ホワイト：ディスク&リムステッカー) ￥1,500/1枚
■ №130053 スポーツデカール (レッド：ディスク&リムステッカー) ￥1,500/1枚
■ №130054 スポーツデカール (ブルー：ディスク&リムステッカー) ￥1,500/1枚
※車両によりセンターキャップが装着できない場合があります。

Repair Parts
■ №180085 エアバルブ ￥1,500/1個 (V29K2)
■ №180082 エアバルブ ￥1,500/1個 (V29R2)
■ №180081 エアバルブ ￥1,500/1個 (V29B2)

▲

SPECIFICATIONS 17inch　1PIECE/NORMAL

マットブラック グリミットシルバー
ダイヤカットリム SIZE

INSET[ハブ高さクリアランス]mm

4H-100
5H-114.3

4H-100  
5H-100  
5H-114.3

4H-100
5H-114.3

¥38,000 ¥41,000  17×7.0J 53 [F:26/H:34] 47 [F:32/H:40] 38 [F:41/H:49]
¥6,000up 特殊P.C.D. 4H-98～114.3  5H-100～120 EMT-11R

表示価格は全て税抜き価格です。●カラー：マットブラック(MBL)/グリミットシルバーダイヤカットリム(GTSRC)
●付属品：エアバルブ/1個(ブラック：V29K2)・[センターキャップとスポーツデカールは、オプショナルアイテムになります。]
※ディスクデザインの関係上、リムフランジよりディスクが3mm突出しますのでご注意下さい。
※特殊P.C.D.時、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。
※ハブ高さクリアランスの数値は、取付面からF:FLAT TYPE/H:HIGH TYPE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
■ №120179 センターキャップ (FLAT TYPE シルバー) ￥3,000/1個
■ №120180 センターキャップ (HIGH TYPE シルバー) ￥3,000/1個
■ №120186 センターキャップ (FLAT TYPE ブラック) ￥3,000/1個
■ №120187 センターキャップ (HIGH TYPE ブラック) ￥3,000/1個
■ №120219 センターキャップ (FLAT TYPE レッド) ￥3,000/1個
■ №120220 センターキャップ (HIGH TYPE レッド) ￥3,000/1個
■ №120250 センターキャップ (FLAT TYPE ブルー) ￥3,000/1個
■ №120251 センターキャップ (HIGH TYPE ブルー) ￥3,000/1個
■ №180082 エアバルブ（レッド：V29R2）￥500up/1本
■ №180081 エアバルブ（ブルー：V29B2）￥500up/1本
■ №130052 スポーツデカール (ホワイト：ディスク&リムステッカー) ￥1,500/1枚
■ №130053 スポーツデカール (レッド：ディスク&リムステッカー) ￥1,500/1枚
■ №130054 スポーツデカール (ブルー：ディスク&リムステッカー) ￥1,500/1枚
※車両によりセンターキャップが装着できない場合があります。

Repair Parts
■ №180085 エアバルブ ￥1,500/1個 (V29K2)
■ №180082 エアバルブ ￥1,500/1個 (V29R2)
■ №180081 エアバルブ ￥1,500/1個 (V29B2)

▲

SPECIFICATIONS 16inch　1PIECE/NORMAL

マットブラック グリミットシルバー
ダイヤカットリム SIZE INSET[ ハブ高さクリアランス ]mm

4H-100
¥32,000 ¥35,000  16×5.5J 45 [F:26/H:34]
¥34,000 ¥37,000  16×6.5J 52 [F:29/H:37] 48 [F:33/H:41] 42 [F:39/H:47] EMT-11R

表示価格は全て税抜き価格です。●カラー：マットブラック(MBL)/グリミットシルバーダイヤカットリム(GTSRC)
●付属品：エアバルブ/1個(ブラック：V29K2)
　[センターキャップとスポーツデカールは、オプショナルアイテムになります。]
※ディスクデザインの関係上、リムフランジよりディスクが3mm突出しますのでご注意下さい。
※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。
※ハブ高さクリアランスの数値は、取付面からF:FLAT TYPE/H:HIGH TYPE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
■ №120179 センターキャップ (FLAT TYPE シルバー) ￥3,000/1個
■ №120180 センターキャップ (HIGH TYPE シルバー) ￥3,000/1個
■ №120186 センターキャップ (FLAT TYPE ブラック) ￥3,000/1個
■ №120187 センターキャップ (HIGH TYPE ブラック) ￥3,000/1個
■ №120219 センターキャップ (FLAT TYPE レッド) ￥3,000/1個
■ №120220 センターキャップ (HIGH TYPE レッド) ￥3,000/1個
■ №120250 センターキャップ (FLAT TYPE ブルー) ￥3,000/1個
■ №120251 センターキャップ (HIGH TYPE ブルー) ￥3,000/1個
■ №180082 エアバルブ（レッド：V29R2） ￥500up/1本
■ №180081 エアバルブ（ブルー：V29B2） ￥500up/1本
■ №130052 スポーツデカール (ホワイト：ディスク&リムステッカー) ￥1,500/1枚
■ №130053 スポーツデカール (レッド：ディスク&リムステッカー) ￥1,500/1枚
■ №130054 スポーツデカール (ブルー：ディスク&リムステッカー) ￥1,500/1枚
※車両によりセンターキャップが装着できない場合があります。

Repair Parts
■ №180085 エアバルブ ￥1,500/1個 (V29K2)
■ №180082 エアバルブ ￥1,500/1個 (V29R2)
■ №180081 エアバルブ ￥1,500/1個 (V29B2)

▲

SPECIFICATIONS 15inch　1PIECE/NORMAL

マットブラック グリミットシルバー
ダイヤカットリム SIZE INSET[ハブ高さクリアランス]mm

4H-100
¥28,000 ¥31,000  15×5.0J 45 [F:24/H:32] EMT11RN

表示価格は全て税抜き価格です。●カラー：マットブラック(MBL)/グリミットシルバーダイヤカットリム(GTSRC)
●付属品：エアバルブ/1個(ブラック：V29K2)
   [センターキャップとスポーツデカールは、オプショナルアイテムになります。]
※ディスクデザインの関係上、リムフランジよりディスクが3mm突出しますのでご注意下さい。
※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。
※ハブ高さクリアランスの数値は、取付面からF:FLAT TYPE/H:HIGH TYPE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
■ №120179 センターキャップ (FLAT TYPE シルバー) ￥3,000/1個
■ №120180 センターキャップ (HIGH TYPE シルバー) ￥3,000/1個
■ №120186 センターキャップ (FLAT TYPE ブラック) ￥3,000/1個
■ №120187 センターキャップ (HIGH TYPE ブラック) ￥3,000/1個
■ №120219 センターキャップ (FLAT TYPE レッド) ￥3,000/1個
■ №120220 センターキャップ (HIGH TYPE レッド) ￥3,000/1個
■ №120250 センターキャップ (FLAT TYPE ブルー) ￥3,000/1個
■ №120251 センターキャップ (HIGH TYPE ブルー) ￥3,000/1個
■ №180082 エアバルブ（レッド：V29R2）￥500up/1本
■ №180081 エアバルブ（ブルー：V29B2）￥500up/1本
■ №130052 スポーツデカール (ホワイト：ディスク&リムステッカー) ￥1,500/1枚
■ №130053 スポーツデカール (レッド：ディスク&リムステッカー) ￥1,500/1枚
■ №130054 スポーツデカール (ブルー：ディスク&リムステッカー) ￥1,500/1枚
※車両によりセンターキャップが装着できない場合があります。

Repair Parts
■ №180085 エアバルブ ￥1,500/1個 (V29K2)
■ №180082 エアバルブ ￥1,500/1個 (V29R2)
■ №180081 エアバルブ ￥1,500/1個 (V29B2)
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ワークエモーション・イレブンアール
1 piece  18 / 17 / 16 / 15 inch

さらに詳しい情報は
こちらからアクセス！

対応カラー：                         

※カラリズム・カラリズムクリア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。

17マットブラック (MBL)

18
マットブラック (MBL)

（FLAT TYPE ブラックキャップ）
オプションスポーツデカール仕様18グリミットシルバーダイヤカットリム (GTSRC)

※装着画像はイメージです。

16グリミットシルバーダイヤカットリム
(GTSRC)






