078
シュヴァート・エスジーワン

さらに詳しい情報は
こちらからアクセス！

2 piece 21 / 20 / 19 / 18 inch

カスタムオーダープラン

※カスタムオーダープランの詳細▶P.210

製品情報

マッチング検索

18×8.0J以下 除く
TPMS対応の詳細▶P.225

SR ：STEP RIM

グリミットシルバー

ブラックカットクリア

グリミットシルバー

ブラックカットクリア

グリミットシルバー

SR 21

20

SR 20

19

18

2PIECE/REVERSE

SIZE

ブラック
カットクリア

¥112,200
¥112,200
¥114,400
¥114,400
¥116,600
¥116,600
¥118,800
¥118,800
¥121,000
¥121,000
¥123,200
¥123,200
¥125,400
¥125,400
¥127,600
¥127,600
¥129,800
¥129,800
¥8,800up

DEEP RIM
Odisk

STANDARD
Adisk

ディスクカラー
グリミット
シルバー

▲

▲

SPECIFICATIONS 21inch

5H-114.3

5H-100

INSET(リムの深さ)mm
オーダーインセット
39(51) 〜 4(86)
45(51) 〜 -2(98)
51(51) 〜 -8(110)
58(51)〜-15(124)
64(51)〜-21(136)
70(51)〜-27(148)
77(51)〜-34(162)
82(52)〜-40(174)
76(64)〜-46(186)

21×8.5J
21×9.0J
21×9.5J
21×10.0J
21×10.5J
21×11.0J
21×11.5J
21×12.0J
21×12.5J
特殊P.C.D.

BIG CALIPER
Rdisk

5H-114.3

INSET(リムの深さ)mm
オーダーインセット
51(51) 〜 16(86)
57(51) 〜 10(98)
63(51) 〜 4(110)
70(51) 〜 -3(124)
76(51) 〜 -9(136)
82(51)〜-15(148)
85(55)〜-22(162)
85(61)〜-28(174)
85(67)〜-34(186)
5H-100〜120.65

2PIECE/REVERSE

STANDARD
Adisk

ディスクカラー

5H-114.3

グリミット
シルバー

INSET(リムの深さ)mm
オーダーインセット
31(51) 〜 -4(86)
37(51) 〜 -10(98)
43(51)〜-16(110)
50(51)〜-23(124)
56(51)〜-29(136)
62(51)〜-35(148)
69(51)〜-42(162)
74(52)〜-48(174)
68(64)〜-54(186)

●カラー：ブラックカットクリア(BP)/グリミットシルバー(GTS)
●付属品：センターキャップ/1個・エアバルブ/1個(V24C)

SPECIFICATIONS 20inch

SIZE

ブラック
カットクリア

¥93,500
¥93,500
¥94,600
¥94,600
¥95,700
¥95,700
¥96,800
¥96,800
¥97,900
¥97,900
¥99,000
¥99,000
¥100,100
¥100,100
¥101,200
¥101,200
¥102,300
¥102,300
¥103,400
¥103,400
¥8,800up

SG1-SR・HNH

5H-114.3

5H-114.3

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
36(49) 〜 7(78)
51(49) 〜 22(78)
43(49) 〜 0(92)
58(49) 〜 15(92)
49(49) 〜 -6(104)
64(49) 〜 9(104)
55(49)〜-12(116)
70(49) 〜 3(116)
62(49)〜-19(130)
77(49) 〜 -4(130)
68(49)〜-25(142)
83(49)〜-10(142)
74(49)〜-31(154)
85(53)〜-16(154)
81(49)〜-38(168)
85(60)〜-23(168)
84(52)〜-44(180)
85(66)〜-29(180)
77(65)〜-50(192)
85(72)〜-35(192)
5H-100〜120.65

20×8.0J
20×8.5J
20×9.0J
20×9.5J
20×10.0J
20×10.5J
20×11.0J
20×11.5J
20×12.0J
20×12.5J
特殊P.C.D.

※バフアルマイトリムが標準となります。

●カラー：ブラックカットクリア(BP)/グリミットシルバー(GTS)
●付属品：センターキャップ/1個・エアバルブ/1個(V24C)

※リム深さ76mm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。

※バフアルマイトリムが標準となります。

(リムフランジよりの突出はありません。)

DEEP RIM
Odisk
5H-100

SG1-SR・HNH

※リム深さ76mm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。)

※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。

※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。

※仕様により多少納期がかかる場合があります。

※製造条件により対応できない場合があります。

※車種により標準設定のセンターキャップは装着できない場合がございます。

※仕様により多少納期がかかる場合があります。
※車種により標準設定のセンターキャップは装着できない場合がございます。

オプション設定のHIGH TYPEセンターキャップの別途購入をお願いいたします。

オプション設定のHIGH TYPEセンターキャップの別途購入をお願いいたします。

詳細はマッチングガイドもしくは販売店にてご確認下さい。

詳細はマッチングガイドもしくは販売店にてご確認下さい。

Optional Items

Repair Parts

■ センターキャップ(マットグレー) 同価格

■ Aset(ゴールドピアスボルト・ゴールドエアバルブ) ¥6,050up/1本

■ №120254 センターキャップ ￥3,300/1個 (マットグレー)

■ №120265 センターキャップ ￥4,400/1個 (HIGH TYPE)

■ センターキャップ(ESS)￥4,400/1個

■ Gset(ゴールドピアスボルト) ¥5,500up/1本

■ №120256 センターキャップ ￥3,300/1個(スピン)

■ №180012 エアバルブ ￥1,320/1個 (V24C)

■ センターキャップ(ブラック・Wエンブレム) ￥3,300/1個

■ Bset(ブラックピアスボルト・ブラックエアバルブ) ¥3,850up/1本

■ №120257 センターキャップ ￥4,400/1個 (ESS)

■ №180025 ゴールドエアバルブ ¥1,650/1個 (V24G)

■ センターキャップ(レッド・Wエンブレム) ￥3,300/1個

■ Kset(ブラックピアスボルト) ¥3,300up/1本

■ №120207 センターキャップ ￥3,300/1個 (ブラック・Wエンブレム)

■ №180088 ブラックエアバルブ ￥1,870/1個 (V24K)

■ センターキャップ(HIGH TYPE) ￥4,400/1個

■ Iset(ブラックエアバルブ) 同価格

■ №120208 センターキャップ ￥3,300/1個 (レッド・Wエンブレム)

▲

SPECIFICATIONS 20inch

2PIECE/FULL REVERSE

グリミット
シルバー

ブラック
カットクリア

¥93,500
¥93,500
¥94,600
¥94,600
¥95,700
¥95,700
¥96,800
¥96,800
¥97,900
¥97,900
¥99,000
¥99,000
¥100,100
¥100,100
¥101,200
¥101,200
¥102,300
¥102,300
¥103,400
¥103,400
￥8,800up

SIZE
20×8.0J
20×8.5J
20×9.0J
20×9.5J
20×10.0J
20×10.5J
20×11.0J
20×11.5J
20×12.0J
20×12.5J
特殊P.C.D.

DEEP RIM
Odisk

STANDARD
Adisk

ディスクカラー

5H-114.3

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
38(45) 〜 26(57)
25(58)
〜
3(80)
45(45) 〜 19(71)
18(72) 〜 -4(94)
51(45) 〜 13(83)
12(84) 〜 -10(106)
57(45) 〜 7(95)
6(96) 〜 -16(118)
64(45) 〜 0(109)
-1(110) 〜 -23(132)
70(45) 〜 -6(121)
-7(122) 〜 -29(144)
76(45)〜-12(133)
-13(134)〜-35(156)
83(45)〜-19(147)
-20(148)〜-42(170)
82(52)〜-25(159)
-26(160)〜-48(182)
76(64)〜-31(171)
-32(172)〜-54(194)

●カラー：ブラックカットクリア(BP)/グリミットシルバー(GTS)
●付属品：センターキャップ/1個・エアバルブ/1個(V24C または V39A)
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。

5H-100

BIG CALIPER
Rdisk

5H-114.3

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
50(45) 〜 38(57)
37(58) 〜 15(80)
57(45) 〜 31(71)
30(72)
〜
8(94)
63(45) 〜 25(83)
24(84) 〜 2(106)
69(45) 〜 19(95)
18(96) 〜 -4(118)
76(45) 〜 12(109)
11(110) 〜 -11(132)
82(45) 〜 6(121)
5(122) 〜 -17(144)
85(48) 〜 0(133)
-1(134) 〜 -23(156)
85(55) 〜 -7(147)
-8(148) 〜 -30(170)
85(61)〜-13(159)
-14(160)〜-36(182)
85(67)〜-19(171)
-20(172)〜-42(194)
5H-100〜120.65

5H-114.3

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
30(45) 〜 18(57)
17(58)
〜
-5(80)
37(45) 〜 11(71)
10(72) 〜 -12(94)
43(45) 〜 5(83)
4(84) 〜 -18(106)
49(45) 〜 -1(95)
-2(96) 〜 -24(118)
56(45) 〜 -8(109)
-9(110) 〜 -31(132)
62(45)〜-14(121)
-15(122) 〜 -37(144)
68(45)〜-20(133)
-21(134) 〜 -43(156)
75(45)〜-27(147)
-28(148) 〜 -50(170)
74(52)〜-33(159)
-34(160) 〜 -56(182)
68(64)〜-39(171)
-40(172) 〜 -62(194)
SG1・HSH

Optional Items

Repair Parts

■ センターキャップ(マットグレー) 同価格

■ №120254 センターキャップ ￥3,300/1個 (マットグレー)

■ センターキャップ(ESS) ￥4,400/1個

■ №120256 センターキャップ ￥3,300/1個(スピン)

※バフアルマイトリムが標準となります。

■ センターキャップ(ブラック・Wエンブレム) ￥3,300/1個

■ №120257 センターキャップ ￥4,400/1個 (ESS)

※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。

■ センターキャップ(レッド・Wエンブレム) ￥3,300/1個

■ №120207 センターキャップ ￥3,300/1個 (ブラック・Wエンブレム)

※製造条件により対応できない場合があります。

■ センターキャップ(HIGH TYPE) ￥4,400/1個

■ №120208 センターキャップ ￥3,300/1個 (レッド・Wエンブレム)

※仕様により多少納期がかかる場合があります。

■ Aset(ゴールドピアスボルト・ゴールドエアバルブ) ¥6,050up/1本

■ №120265 センターキャップ ￥4,400/1個 (HIGH TYPE)

■ Gset(ゴールドピアスボルト) ¥5,500up/1本

■ №180012 エアバルブ ￥1,320/1個 (V24C)

※車種により標準設定のセンターキャップは装着できない場合がございます。
オプション設定のHIGH TYPEセンターキャップの別途購入をお願いいたします。
詳細はマッチングガイドもしくは販売店にてご確認下さい。

※装着画像はイメージです。

■ Bset(ブラックピアスボルト・ブラックエアバルブ) ¥3,850up/1本

■ №180025 ゴールドエアバルブ ¥1,650/1個 (V24G)

■ Kset(ブラックピアスボルト) ¥3,300up/1本

■ №180088 ブラックエアバルブ ￥1,870/1個 (V24K)

■ Iset(ブラックエアバルブ) 同価格

■ №180087 エアバルブ ¥2,200/1個 (V39A)

※Asetはオーダーインセット：1のみの設定となります。

■ №180089 ブラックエアバルブ ￥2,750/1個 (V39K)

079
ディスクカラー
グリミット
シルバー

ブラック
カットクリア

¥82,500
¥82,500
¥83,600
¥83,600
¥84,700
¥84,700
¥85,800
¥85,800
¥86,900
¥86,900
¥88,000
¥88,000
¥89,100
¥89,100
¥90,200
¥90,200
¥91,300
¥91,300
¥92,400
¥92,400
¥8,800up

SIZE
19×8.0J
19×8.5J
19×9.0J
19×9.5J
19×10.0J
19×10.5J
19×11.0J
19×11.5J
19×12.0J
19×12.5J
特殊P.C.D.

2PIECE/REVERSE

Optional Items

STANDARD
Adisk

■ センターキャップ(マットグレー) 同価格
■ センターキャップ(ESS)￥4,400/1個

5H-100 5H-114.3

INSET(リムの深さ)mm
オーダーインセット
47(50) 〜 20(77)
54(50) 〜 13(91)
60(50) 〜 7(103)
66(50) 〜 1(115)
73(50) 〜 -6(129)
79(50)〜-12(141)
85(50)〜-18(153)
85(57)〜-25(167)
85(63)〜-31(179)
85(69)〜-37(191)
5H-100〜112

■ センターキャップ(ブラック・Wエンブレム) ￥3,300/1個

SCHWERT シュヴァート

▲

SPECIFICATIONS 19inch

■ センターキャップ(レッド・Wエンブレム) ￥3,300/1個
■ センターキャップ(HIGH TYPE) ￥4,400/1個
■ Aset(ゴールドピアスボルト・ゴールドエアバルブ) ¥6,050up/1本
■ Gset(ゴールドピアスボルト) ¥5,500up/1本
■ Bset(ブラックピアスボルト・ブラックエアバルブ) ¥3,850up/1本
■ Kset(ブラックピアスボルト) ¥3,300up/1本
■ Iset(ブラックエアバルブ) 同価格

Repair Parts
■ №120254 センターキャップ ￥3,300/1個 (マットグレー)
■ №120256 センターキャップ ￥3,300/1個(スピン)
SG1-SR・HNH

●カラー：ブラックカットクリア(BP)/グリミットシルバー(GTS)
●付属品：センターキャップ/1個・エアバルブ/1個(V27C)
※バフアルマイトリムが標準となります。
※リム深さ72mm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。)
※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。

■ №120257 センターキャップ ￥4,400/1個 (ESS)
■ №120207 センターキャップ ￥3,300/1個 (ブラック・Wエンブレム)
■ №120208 センターキャップ ￥3,300/1個 (レッド・Wエンブレム)
■ №120265 センターキャップ ￥4,400/1個 (HIGH TYPE)
■ №180014 エアバルブ￥1,320/1個 (V27C)
■ №180026 ゴールドエアバルブ ¥1,650/1個 (V27G)
■ №180058 ブラックエアバルブ ¥1,320/1個 (V27K)

※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。
※車種により標準設定のセンターキャップは装着できない場合がございます。
オプション設定のHIGH TYPEセンターキャップの別途購入をお願いいたします。
詳細はマッチングガイドもしくは販売店にてご確認下さい。

▲

SPECIFICATIONS 19inch

2PIECE/FULL REVERSE

STANDARD

ディスクカラー
ブラック
カットクリア

¥81,400
¥81,400
¥82,500
¥82,500
¥83,600
¥83,600
¥84,700
¥84,700
¥85,800
¥85,800
¥86,900
¥86,900
¥88,000
¥88,000
¥89,100
¥89,100
¥90,200
¥90,200
¥91,300
¥91,300
¥92,400
¥92,400
¥8,800up

SIZE

19×7.5J
19×8.0J
19×8.5J
19×9.0J
19×9.5J
19×10.0J
19×10.5J
19×11.0J
19×11.5J
19×12.0J
19×12.5J
特殊P.C.D.

Optional Items

DEEP RIM

Adisk
グリミット
シルバー

Odisk

5H-114.3

5H-100

■ センターキャップ(マットグレー) 同価格

5H-114.3

■ センターキャップ(ESS) ￥4,400/1個

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
32(47) 〜 24(55)
23(56) 〜 11(68)
47(47) 〜 39(55)
38(56) 〜 26(68)
38(47) 〜 18(67)
17(68)
〜
5(80)
53(47) 〜 33(67)
32(68) 〜 20(80)
45(47) 〜 11(81)
10(82) 〜 -2(94)
60(47) 〜 26(81)
25(82) 〜 13(94)
51(47) 〜 5(93)
4(94) 〜 -8(106)
66(47) 〜 20(93)
19(94) 〜 7(106)
57(47) 〜 -1(105)
-2(106) 〜 -14(118)
72(47) 〜 14(105)
13(106) 〜 1(118)
64(47) 〜 -8(119)
-9(120) 〜 -21(132)
79(47) 〜 7(119)
6(120) 〜 -6(132)
-15(132)〜-27(144)
85(47) 〜 1(131)
0(132) 〜 -12(144)
70(47)〜-14(131)
76(47)〜-20(143)
-21(144)〜-33(156)
85(53) 〜 -5(143)
-6(144) 〜 -18(156)
83(47)〜-27(157)
-28(158)〜-40(170)
85(60)〜-12(157)
-13(158)〜-25(170)
85(51)〜-33(169)
-34(170)〜-46(182)
85(66)〜-18(169)
-19(170)〜-31(182)
78(64)〜-39(181)
-40(182)〜-52(194)
85(72)〜-24(181)
-25(182)〜-37(194)
5H-100〜120.65

●カラー：ブラックカットクリア(BP)/グリミットシルバー(GTS)
●付属品：センターキャップ/1個・エアバルブ/1個(V24C または V39A)

SG1・HSH

■ センターキャップ(ブラック・Wエンブレム) ￥3,300/1個
■ センターキャップ(レッド・Wエンブレム) ￥3,300/1個
■ センターキャップ(HIGH TYPE) ￥4,400/1個
■ Aset(ゴールドピアスボルト・ゴールドエアバルブ) ¥6,050up/1本
■ Gset(ゴールドピアスボルト) ¥5,500up/1本
■ Bset(ブラックピアスボルト・ブラックエアバルブ) ¥3,850up/1本
■ Kset(ブラックピアスボルト) ¥3,300up/1本
■ Iset(ブラックエアバルブ) 同価格
※Asetはオーダーインセット：1のみの設定となります。

Repair Parts
■ №120254 センターキャップ ¥3,300/1個 (マットグレー)
■ №120256 センターキャップ ¥3,300/1個(スピン)
■ №120257 センターキャップ ¥4,400/1個 (ESS)
■ №120207 センターキャップ ¥3,300/1個 (ブラック・Wエンブレム)
■ №120208 センターキャップ ¥3,300/1個 (レッド・Wエンブレム)
■ №120265 センターキャップ ¥4,400/1個 (HIGH TYPE)

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。

■ №180012 エアバルブ ¥1,320/1個 (V24C)

※バフアルマイトリムが標準となります。

■ №180025 ゴールドエアバルブ ¥1,650/1個 (V24G)

※リム深さ49mm未満はリムフランジよりディスクが突出しますのでご注意下さい。

■ №180088 ブラックエアバルブ ¥1,870/1個 (V24K)

ただし、上記のリム深さであっても誤差の為、リムフランジよりわずかにディスクが突出する場合があります。

■ №180087 エアバルブ ¥2,200/1個 (V39A)

※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。

■ №180089 ブラックエアバルブ ¥2,750/1個 (V39K)

※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。
※車種により標準設定のセンターキャップは装着できない場合がございます。
オプション設定のHIGH TYPEセンターキャップの別途購入をお願いいたします。
詳細はマッチングガイドもしくは販売店にてご確認下さい。

▲

SPECIFICATIONS 18inch

2PIECE/FULL REVERSE

Optional Items

STANDARD

ディスクカラー

■ センターキャップ(マットグレー) 同価格

Adisk
グリミット
シルバー

ブラック
カットクリア

¥69,300
¥69,300
¥70,400
¥70,400
¥71,500
¥71,500
¥72,600
¥72,600
¥73,700
¥73,700
¥74,800
¥74,800
¥75,900
¥75,900
¥77,000
¥77,000
¥78,100
¥78,100
¥79,200
¥79,200
¥80,300
¥80,300
¥81,400
¥81,400
¥8,800up

SIZE

5H-100 5H-114.3

18×7.0J
18×7.5J
18×8.0J
18×8.5J
18×9.0J
18×9.5J
18×10.0J
18×10.5J
18×11.0J
18×11.5J
18×12.0J
18×12.5J
特殊P.C.D.

INSET(リムの深さ)mm
オーダーインセット
50(34) 〜 42(42)
56(34) 〜 41(49)
62(34) 〜 35(61)
69(34) 〜 34(69)
75(34) 〜 28(81)
81(34) 〜 22(93)
85(37) 〜 15(107)
85(43) 〜 9(119)
85(49) 〜 3(131)
85(56) 〜 -4(145)
85(62)〜-10(157)
85(68)〜-16(169)
5H-100〜112

■ センターキャップ(ESS)¥4,400/1個
■ センターキャップ(ブラック・Wエンブレム) ¥3,300/1個
■ センターキャップ(レッド・Wエンブレム) ¥3,300/1個
■ センターキャップ(HIGH TYPE) ¥4,400/1個
■ Aset(ゴールドピアスボルト・ゴールドエアバルブ) ¥6,050up/1本
■ Gset(ゴールドピアスボルト) ¥5,500up/1本
■ Bset(ブラックピアスボルト・ブラックエアバルブ) ¥3,850up/1本
■ Kset(ブラックピアスボルト) ¥3,300up/1本
■ Iset(ブラックエアバルブ) 同価格

Repair Parts
■ №120254 センターキャップ ¥3,300/1個 (マットグレー)
■ №120256 センターキャップ ¥3,300/1個(スピン)
■ №120257 センターキャップ ¥4,400/1個 (ESS)
■ №120207 センターキャップ ¥3,300/1個 (ブラック・Wエンブレム)
■ №120208 センターキャップ ¥3,300/1個 (レッド・Wエンブレム)
SG1・HSH

■ №120265 センターキャップ ¥4,400/1個 (HIGH TYPE)

●カラー：ブラックカットクリア(BP)/グリミットシルバー(GTS)
●付属品：センターキャップ/1個・エアバルブ/1個(V27C)

■ №180014 エアバルブ ¥1,320/1個 (V27C)

※バフアルマイトリムが標準となります。

■ №180058 ブラックエアバルブ ¥1,320/1個 (V27K)

■ №180026 ゴールドエアバルブ ¥1,650/1個 (V27G)

※リム深さ40mm未満はリムフランジよりディスクが突出しますのでご注意下さい。

セレクトオプションセンターキャップ

ただし、上記のリム深さであっても誤差の為、リムフランジよりわずかに

オプションセンターキャップ

ディスクが突出する場合があります。
※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。
※車種により標準設定のセンターキャップは装着できない場合がございます。
オプション設定のHIGH TYPEセンターキャップの別途購入をお願いいたします。
詳細はマッチングガイドもしくは販売店にてご確認下さい。

※装着画像はイメージです。

※装着画像はイメージです。

