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　つねに時代の最先端となるテクノロジーを駆使し、1000分の1秒を競うモータースポーツの世界。現在その世界を引っ張っている
のはメーカー、そしてメーカーのモータースポーツ活動を支えるプロフェッショナル集団であるコンストラクターだ。レースといっても
サーキットを走るレースと、自然を利用しあらゆる路面を走るラリーでは、その技術やノウハウは似て非なるもの。世界には何千、何万
というコンストラクターがいるが、その両方を極めるのは非常に困難だと言われている。しかしながら、あえてジャンルを問わずに挑戦
を続け、その両方の世界で頂点に立つ希有なコンストラクターがある。イギリスモータースポーツの中心地モータースポーツヴァレー
に拠点を持つ『プロドライブ』である。1984年に開設以来、耐久レースの最高峰ル・マン24時間耐久レース、イギリスツーリングカー
の頂点であるBTCC、WRC（世界ラリー選手権）、アメリカSCCAプロラリー選手権と、数々の栄冠を手にしている。それはひとえに、
他に類を見ない卓越した技術力を持っているからに他ならない。そしてプロドライブは、このモータースポーツで得た高い技術力を
ベースに、様々な自動車メーカーや機械メーカーからの依頼による研究開発にも着手。その中心にはクルマをパーツごとに考えるの
ではなく、つねにクルマ全体を見据えてトータルプロデュースするという信念が貫かれている。

最先端のレーシングテクノロジーを操る技術集団「プロドライブ」

長きに渡る鍛造製法へのこだわり──。
虚飾を排したデザインもさることながら、素材・設計・製造・品質管理まで、
完成までのプロセスすべてに手間を惜しまない。
高い次元で軽さと強さを実現するべく、1本1本ていねいにホイールを造り上げていく。
職人仕上げを思わせるこだわりの受注生産品を始めとする、
国内外のハイパフォーマンスカーおよびプレミアムスポーツセダンに対応した、
ハイエンドラインアップがここにある。

強度、剛性、重量、そしてデザイン。  
ハイレベルな融合こそがプロドライブクオリティ  

GC-05N GC-012L GC-05K
15INCH  16INCH  17INCH  18INCH
 19INCH  20INCH  21INCH

17INCH  18INCH  19INCH  20INCH 19INCH  20INCH

FORGED MONOBLOCK FORGED MONOBLOCK FORGED MONOBLOCK

GC-05K
17INCH  18INCH  

CAST&RIMSPINNING

受注生産商品

GC-0100s
19INCH  20INCH

FORGED MONOBLOCK

受注生産商品

GC-0100
19INCH18INCH 20INCH

FORGED MONOBLOCK

受注生産商品 受注生産商品 数量限定（在庫限り販売）商品
18インチサイズ追加

2 Prodrive 3Prodrive装着写真およびイラスト、合成画像はイメージです。



プロドライブ /ジーシー0100エス

受注生産商品

●Color Variation 

職人仕上げを思わせるこだわりの
意匠と革新性を備えた新時代10本スポーク

サイズ：19×8～20×11

プロドライブ /ジーシー0100

受注生産商品 サイズ：18×7～20×11

1日に数本しか生産できないこだわりの加工形状が、所有する喜びをさらに奮い立たせる希少性溢れるプレミアムホイール、
それがGC-0100s。輸入外車や国産プレミアムセダンに対応する全110サイズ（19×8～20×11）を展開。
アルミ削り出しリムエンドエクステンション（p-linker）装着により、“高級感”に加えて“一点モノ感”をさらに高めている。
洗練されたフラットフェイスと迫力のあるコンケーブフェイスをサイズ別に設定することで、
サイズに合わせたデザインと強度、重量を実現。品のある艶やかなマイスターブラック、ブラッシュドフィニッシュ、
そしてオルタナティブゴールドの3カラーを設定。

GC-0100sの“p-linker”レスモデル
所有する喜びを伝える新時代10本スポーク
GC-0100sと並び、こだわりの加工形状が所有する喜びをさらに奮い立たせる
希少性溢れるプレミアムホイール、GC-0100。
リムエンドまで伸びるストレートなスポークと、
リムエンド2段目の棚を下げながら各部に凹凸をつけてアクセントとし、
大口径感と奥行き感を両立したデザイン性を追求している。
洗練されたフラットフェイスと迫力のあるコンケーブフェイスをサイズ別に設定することで、
サイズに合わせたデザインと強度、重量を実現した。

●Color Variation 

GC-0100s GC-0100

サイズ・価格表は10～11ページをご参照ください。 サイズ・価格表は11～12ページをご参照ください。

20INCH : オルタナティブゴールド（AG） 20INCH: ブラッシュドフィニッシュ（BF） 20INCH: マイスターブラック（MB）

“p-linker”がもたらす圧倒的な脚長感

リム部に配されるアルミ削り出しエクステンション
“p-linker”によりリムエンドがアクセントとなり、“脚の
長い”スポークデザインを演出する他、さらなる立体感や
奥行き感を演出している。一切の駄肉を排し、端正な表
情を見せる10本スポークがリムエンドまでシャープに張
り出し、大口径感を際立たせる。

洗練されたフラットフェイスと迫力あるコンケーブフェイスをサイズ別に設定
することで、サイズ毎に最適な強度と重量とデザインをバランスさせている。

リムエンド2段目の棚を下げながら各部に凹凸をつけてアクセントと
し、大口径感と共に立体感と奥行き感を演出。

Feautures
妥協のないデザインと品質を
輸入車・プレミアムカーのオーナーに
輸入外車や国産プレミアムセダンに対応する約100サイズ（18×7～20×11）を
展開し、それぞれのサイズに合わせて最適なフェイスを設定することで、サイズに
合わせたデザインと強度、重量を実現。1日に数本しか生産できない、こだわりの
加工形状がもたらす10本スポークは端正な表情を見せ、リムエンドまでシャープ
につながって大口径感を際立たせる。品のある艶やかなマイスターブラック、
ブラッシュドフィニッシュ、そしてオルタナティブゴールドの3カラーを設定。

Feautures

20INCH : オルタナティブゴールド（AG） 20INCH: ブラッシュドフィニッシュ（BF） 20INCH: マイスターブラック（MB）

18インチサイズ追加

4 Prodrive 5Prodrive装着写真およびイラスト、合成画像はイメージです。



プロドライブ /ジーシー05エヌ

受注生産商品

継承と革新 ̶̶ 時を超える新時代の5本スポークデザイン

サイズ：15×6.5～21×9.5

プロドライブ /ジーシー012エル

受注生産商品 サイズ：17×7.5～20×11

GC-05Nは、GC-05Fの後継としてProdriveらしい5スポークの美しさを継承しつつも、
リムエンドに配される“p-linker”（アルミ削り出しエクステンション）がスポークをリムエンドまで延長し、
視覚的大口径感を演出するとともに、組み立て2ピース品のような奥ゆき感・立体感を両立。
デザインへの「遊び心」とモータースポーツフィールドで培った「性能と品質」が
新たな5スポークデザインを構築し、「美しい速さ」というスポーツホイールのあるべき姿を具現化する。

研ぎ澄まされた12本スポークの機能美
無駄なくシンプルでありながら隙がない──。虚飾を排し、一切の無駄を削ぎ落としたデザインは、
あたかも熟達した職人の手によるこだわりの逸品のよう。サイズによりセンター部高さを調整するなど
受注生産されるGC-012Lは、性能はもちろん、高い質感を誇る12本スポークの傑作。
裂開鍛造により比類ない軽さと強度を実現、さらにキレ味鋭いエッジラインがデザインを際立たせる。
力強くも繊細なラインを描くホイールに、思わず指を触れたくなる──それがプロドライブクオリティ。

センター部は、ヴァリアブルセンター形状とし、サイズ別にセンター高さを変更。
ローインセット時の重量増を軽減した軽量設計を実施。歴代のプロドライブとは
異なり、緩やかなアールと、シャープな刻印を配置した美しさも一見の価値あり。

アウターリムの存在感を強調するp-linker非搭載モデル。深く落ち込ん
だスポークが躍動感を演出する。

GC-05N GC-012L

19INCH 
オルタナティブゴールド/マシーンドリム（AG/R）

1６INCH 
ブリティッシュホワイト（BW）

19INCH
マイスターブラック/マシーンドリム（MB/R）

19INCH
ブリティッシュレッド（BR）

19INCH
ブリティッシュシルバー（BS）

17INCH
ブリティッシュホワイト（BW）

18INCH
 ブリティッシュシルバー/マシーンドリム（BS/R）

21INCH
ブリティッシュブラック（BB）

19INCH : フラットブラック（FB） 19INCH : ブリティッシュブラック（BB）

●Color Variation ※設定カラーはサイズ別に異なります。 サイズ・価格表は13～14ページをご参照ください。 ●Color Variation ※設定カラーはサイズ別に異なります。 サイズ・価格表は15ページをご参照ください。

19INCH 
ブラッシュドフィニッシュ（BF）

19INCH : オルタナティブゴールド（AG） 19INCH : ブリティッシュパールレッド（BPR）19INCH : フラットブラック（FB）

EXCLUSIVE
MODEL

詳しくは16ページを
ご参照ください。

BPRは

シンプルなデザインだからこそ
フェイス /ディスクを細かく設定
シンプルながら表情豊かなフェイスデザインを見せるGC-05N。
リムエンドまで伸びるアルミ削り出しエクステンション“p-linker”
が迫力の大口径感を演出する。サイズ別にフェイスタイプ、ディス
クタイプを細かく設定することで、サイズに応じた高い機能とルッ
クスを実現。また15～17インチ、及び21インチは“p-linker”非搭載
とすることで、より軽量に仕上げスポーティ感を高めている。

Feautures
プロドライブリブが織りなす
削り出しの領域を超えた曲線美
GC-012Lの特徴のひとつとしてスポークに刻まれた凸形状のリブ（プロドラ
イブリブ）がある。見る角度によって手前のスポークのリブが、奥のスポーク
のリブへと繋がるようにデザインされている。剛性アップと立体感を強調。
大人の遊び心も盛り込まれている。また、このリムエンド部は複数のアール
で構成された曲線的な形状を採用し、スポークのシャープエッジを活かし
ながら、俗に言う「削り出し」の領域を超えた曲線美も保持している。

Feautures

6 Prodrive 7Prodrive装着写真およびイラスト、合成画像はイメージです。



ル・マン24時間、WRCと世界を制したプロドライブがプロデュースするブランドパーツは、
いっさいの妥協を排し、ストイックなまでのこだわりを持ちリリースされている。
プロドライブが厳選に厳選を重ねた各種パーツが、あなたのカーライフを、さらなる高みに連れて行くことだろう。

STEERING COMPETITION/RACE RACING HARNESS

NEW COMPETITION SEAT

TOURING SEAT

NEW SPORTS SEAT

SEAT RAIL

STEERING BOSS RAPFIX

Prodriveのロゴが誇らしい確実かつ繊細な操作感のスポーツステアリング 世界のトップコンペティションで磨かれた信頼のドライバー保護性能

ステアリング脱着可能式ボススペーサー

FLOOR MAT
オーダーも可能で幅広い適合車種。特注スペシャルカラーも用意

コンペティションモデル
ならではの高剛性と
軽さを実現

高級感漂う本革仕様の
ツーリングシート

サーキットでの確実なホールド性と
日常での自然な乗降性を集約

スポーツステアリング

商品名 メーカー希望小売価格 備　考税込 （本体価格）
プロドライブステアリング
COMPETITION（レザー） ¥41,904 （¥38,800） φ330、DEEP90mm、

グリップ32/28楕円
プロドライブステアリング
COMPETITION（スエード） ¥41,904 （¥38,800） φ330、DEEP90mm、

グリップ32/28楕円
プロドライブステアリング
RACE（FLAT/レザー） ¥41,904 （¥38,800） φ325、FLAT、

グリップ32/28楕円
プロドライブステアリング
RACE（FLAT/スエード） ¥41,904 （¥38,800） φ325、FLAT、

グリップ32/28楕円

STEERING COMPETITION
（Type Deep/レザータイプ）

STEERING RACE
（Type Flat/レザータイプ）

STEERING RACE
（Type Flat/スエードタイプ）

STEERING COMPETITION
（Type Deep/スエードタイプ）

オフセット90mmの
Type Deepとフラット
なType Flat。それぞ
れにレザーとスエード
を用意。

D1をはじめ、トップドライバー達を守るチーム・テックとのコラボ
モデル。激しいGからドライバーを的確にサポートする。ベルトの長
さ調節を容易にするアシストベルトを4箇所に搭載した3inchスポ
ーツモデル。（カラー/グレー）

F1、CART、NASCARなど世界を舞台にさまざまなカテゴリーのモー
タースポーツで活躍するチーム・ドライバーに選ばれているウィラン
ズとのコラボが実現。高級感あふれる3inchスポーツモデルの登場
だ。（カラー／グレー）
FIA、JAF規定の競技用規格品。

プロドライブ ラフィックスⅡ ボススペーサー

商品名 メーカー希望小売価格
税込 （本体価格）

ラフィックスⅡ 
ボススペーサー ¥34,560 （¥32,000）

 

RAPFIX KEY LOCK RAPFIX Ⅱ

※取り付けには別売りの車種別
    ステアリングボスが必要です。（汎用品）

レーシングハーネス

商品名 メーカー希望小売価格 備　考税込 （本体価格）

レーシングハーネス（team TECH）Hans5 ¥102,384 (¥94,800) ハンス対応5点式/2-3inchレースモデル

レーシングハーネス（team TECH）Hans6 ¥106,704 (¥98,800) ハンス対応6点式

レーシングハーネス（team TECH） ¥59,184 (¥54,800) USA sfi規格/3inchスポーツモデル/グレー/
ベルト長調整アシストベルト付き

レーシングハーネス（Willans） ¥74,304 (¥68,800) FIA規格/3inchスポーツモデル/グレー

●受注生産商品です。●左右の違いはございません。

Willans

team TECH

Hans5
PD-317
（5点式）

Hans6
PD-318
（6点式）

フロアマット

商品名 メーカー希望小売価格
税込 （本体価格）

フロアマット ¥11,750～¥66,744 （¥10,880～¥61,800）
●受注生産商品です。

ベージュ

ブラック

グレー

レッド

マットのカラーを問わず
ロゴは全て上記仕様と
なります。

スポーツシート

商品名 メーカー希望小売価格 備　考税込 （本体価格）
プロドライブ コンペティションシート ¥181,440 （¥168,000）

シートレール
別売

スポーツシート ¥224,640 （¥208,000）
スポーツシート（レザー） ¥343,440 （¥318,000）
ツーリングシート（レザー） ¥159,840 （¥148,000）
プロドライブ コンペティションシート用 シートレール PD107FO ¥18,900～ （¥17,500～）

車種により
価格が
変わります

プロドライブ コンペティションシート用 シートレール PD107FB ¥18,900～ （¥17,500～）
プロドライブ コンペティションシート用 シートレール PD107FK ¥18,900～ （¥17,500～）
プロドライブシートレール LRタイプ ¥18,900～ （¥17,500～）
プロドライブシート バックプロテクター ¥6,480 （¥6,000）
プロドライブシート用クッション（バックスキン） ¥13,824 （¥12,800）
プロドライブシート用クッション（レザー） ¥18,144 （¥16,800）
●受注生産商品です。 ●取付ステー・シートレール別売り　●商品詳細、スペック、適合車種、納期等に関しましては、
専用サイトもしくは、販売店・販売会社、プロドライブジャパンテクニカルセンターまで、お問い合わせください。

シートレールの取り付け孔位置
により搭載角度を調整可能。

より上質なモデルを
求める方に本革仕様登場

REDBLACK
COLOR

優れた排気効率の向上を実現する
エキゾーストシステム
性能はもちろん、音質や見た目の
精悍さにもこだわりあり

吟味した厳選素材を惜しげもなく使用した自信作。車両の持ち味を最大限に引き出す
絶妙セッティング、そして乗り心地のよさにもこだわる

サスペンション

メーカー 車種 型式 モデル 年式
メーカー希望小売価格 マウント 減衰力調整
税込 （本体価格） Fr Rr Fr Rr

SUBARU

インプレッサ

GDB A～D H12.10～H16.6 ¥280,800（¥260,000）PAJ PAJ 30 30
GDB A～D H12.10～H16.6 ¥270,000（¥250,000）PAJ RAJ 30 30
GDB E～G H16.6～H19.6 ¥280,800（¥260,000）PAJ PAJ 30 30
GDB E～G H16.6～H19.6 ¥270,000（¥250,000）PAJ RAJ 30 30
GRB A～ H19.10～ ¥311,040（¥288,000）PAJ PR 30 30

レガシィ
BP/BL5 A～F H15.5～H21.5 ¥311,040（¥288,000）PAJ RR 30 30
BR/BM9 A～ H21.5～ ¥311,040（¥288,000）PAJ RR 30 30

BRZ ZC6 H24.3～ ¥311,040（¥288,000）PAJ PR 30 30

NISSAN

シルビア S15 H11.1～H14.8 ¥311,040（¥288,000）PAJ RR 30 30
スカイライン 
クーペ

CPV35 VQ35DE/HR H13.6～H18.10 ¥321,840（¥298,000）PR RR 30 30
CKV36 VQ37VHR H19.10～ ¥321,840（¥298,000）PR RR 30 30

フェアレディZ
Z33 VQ35DE/HR H14.8～ ¥321,840（¥298,000）PR RR 30 30
Z34 H20.12～ ¥321,840（¥298,000）PR RR 30 30

TOYOTA

マークX GRX12# GRX120（2.5L）/121（3.0L） H16.11～ ¥302,400（¥280,000）RR RR 30 30
アリスト JZS161 H9.8～H16.11 ¥302,400（¥280,000）RR RR 30 30
スープラ JZA80 H5.5～H14.7 ¥302,400（¥280,000）RR RR 30 30
クラウン GRS18# 180（2.5L）/182

（3.0L）/183（3.5L）H15.12～ ¥302,400（¥280,000）RR RR 30 30
86 ZN6 H24.4～ ¥311,040（¥288,000）PAJ PR 30 30

LEXUS
GS350 GRS191 H17.8～ ¥302,400（¥280,000）RR RR 30 30
IS250 GSE20 H17.8～ ¥302,400（¥280,000）RR RR 30 30
IS350 GSE21 H17.8～ ¥302,400（¥280,000）RR RR 30 30

MITSUBISHI
ランサーEvoⅦ/Ⅷ/Ⅸ CT9A H13.4～H17.2 ¥311,040（¥288,000）PAJ RR 30 30
ランサーEvoⅩ CZ4A H19.10～ ¥311,040（¥288,000）PAJ RR 30 30

MAZDA RX-8 SE3P H15.4～ ¥321,840（¥298,000）PR PR 30 30

HONDA
S2000 AP# AP1/AP2 H11.4～ ¥311,040（¥288,000）RR RR 30 30
NSX NA2 H9.2～H17.2 ¥321,840（¥298,000）RR RR 30 30

SUZUKI スイフト スポーツ
ZC31S H17.9～H22.9 ¥354,240（¥328,000）PAJ － 30 30
ZC32S H23.12～ ¥354,240（¥328,000）PAJ － 30 30

●受注生産商品です。●仕様変更（バネレートのみ）、オーバーホール対応可能。
●マウント：PAJ=ピロタイプ調整式、RAJ=ラバータイプ調整式、PR=ピロタイプ固定式、RR=ラバータイプ固定式

SPORTS SUSPENSION SYSTEM

信頼のストッピングパワー、意思と直結したブレーキシステム

プロドライブ・スプラインドライブ
インストレーションキット

プロドライブ・ロックボルト
インストレーションキット

SPORTS BRAKE KIT

EXHAUST SYSTEM

走りのステージに合わせて選べるブレーキパッド

BRAKE PADS

NUT/BOLT

素材選定から設計、そして製造過程まで、一切の妥協を排したプロドラ
イブ・クオリティが、引き締まった走りとコンフォート性を両立させる。

アッパーのアルミブラケットは硬質アルマイト処理
が施される。新設定されたレガシィ（BR/BM9）用
はフロントがピロタイプ調整式、リアがラバータイ
プ固定式となる。

ケースとナックルブラケットをテフロン塗装フィ
ニッシュとし、錆や固着を防ぐと共に、従来以上に
環境に配慮した仕様となった。

6pot、4pot、2potの設定で
フロント&リア用を用意。国産
及び輸入車に対応した車種専
用設計。バランスの取れた制
動力は、プロドライブ・ブレー
キパッドとのセットで走行ス
テージに合わせたセッティン
グが可能。

モノブロック製品と
フォージド製品をも
つ本格派サーキット
モデルの「ブレーキシ
ステムⅡ」が新登場。

ブレーキシステムⅠ

エキゾーストシステム

商品名 メーカー希望小売価格 対象車種 仕様税込 （本体価格）

エキゾースト
システム

¥129,600 （¥120,000） レガシィ
（BP5）

リアピース変換タイプ
（SUS304/ステンレス製）

¥129,600 （¥120,000） レガシィ
（BL5）

リアピース変換タイプ
（SUS304/ステンレス製）

¥267,840 （¥248,000）
インプレッサ
（GRB）

センターパイプ（SUS304/ステンレス製）
&リアピース（チタン製）セットタイプ

¥354,240 （¥328,000） センターパイプ&リアピース
セットタイプ（フルチタン製）※

¥289,440 （¥268,000）ランサーEvoX（CZ4A）
センターパイプ（SUS304/ステンレス製）
&リアピース（チタン製）セットタイプ ※

●JASMA認定品となります。（※印は除く）

ブレーキパッド

商品名 メーカー希望小売価格
税込 （本体価格）

ブレーキパッド ¥20,304～¥24,624 （¥18,800～¥22,800）
●受注生産商品です。　●車種別に設定が異なります。

プロドライブテクニカルセンター　TEL.026-221-1151

商品詳細、適合車種につきましては、専用サイト
（http://www.prodrive-japan.com/）にてご確認ください。

Prodrive BRAND PARTSに関するお問い合わせは

※スプラインドインストレーションキット及びロックボルトインストレーションキットを除く

ブレーキシステム

商品名 メーカー希望小売価格
税込 （本体価格）

ブレーキシステムⅠ ￥401,760～¥721,440 （¥372,000～¥668,000）
ブレーキシステムⅡ ¥334,800～¥2,035,800 （¥310,000～¥1,885,000）
●受注生産商品です。　●車種別に設定が異なります。

ブレーキシステムⅡ

プロドライブ・スプラインドライブインストレーションキット

M12╳P1.5 31.5 21HEX ¥32,400 （¥30,000）
M12╳P1.25 31.5 21HEX ¥32,400 （¥30,000）

※本セットに適合するホイールは、ナット座面が60°テーパー座形状のホイールに限ります。
※本ロックナットのアダプターは2面幅が21HEXのみとなっております。
　純正車載工具が19HEXの車両に関しましては、変換アダプターとセットでご推奨ください。
※輸入車・一部の国産車及び一部のアルミホイールには取り付けできません。
　詳しくはマックガードロック・コントロールセンターにお問い合わせください。
※在庫状況により、商品外観が異なる場合があります。

ロックナット：4個（1ピースタイプでマックガード小径ロックナットと同形状）
ナット：16個（2ピーススプラインドライブ形状）
アダプター：2本（ロックナット用、スプラインドライブナット用）
鍛造/鉄製/ガンメタ

プロドライブ・ロックボルトインストレーションキット

M12×P1.25 57.6 54.5 29 17HEX ¥43,200 （¥40,000）
M12×P1.5 54.1 50.6 26 17HEX ¥43,200 （¥40,000）
M14×P1.25 54.2 51.7 27 17HEX ¥43,200 （¥40,000）
M14×P1.5 57.5 51.4 27 17HEX

1セット
1セット
1セット
1セット ¥43,200 （¥40,000）

※本セットに適合するホイールは、ボルト座面が60°テーパー座形状のホイールに限ります。
※国産車・一部の輸入車及び一部のアルミホイールには取り付けできません。
　詳しくはマックガードロック・コントロールセンターにお問い合わせください。

ロックボルト：4本
ラグボルト：16本
アダプター：2本（ロックボルト用）
鉄製/ブラック

重要：購入された際には必ずユーザー登録を行ってください。

重要：購入された際には必ずユーザー登録を行ってください。

SPLINEDRIVE®Lug Nuts 
Installation Kit

Lock Bolt 
Installation Kit

GRB用

BP5・BL5用

サイズ 全長mm 首下
長さ 2面幅 個数

メーカー希望小売価格
ラグボルトロックボルト 税込 （本体価格）

サイズ 全長mm 2面幅
1セット
1セット

個数 メーカー希望小売価格
税込 （本体価格）

マックガードロック・コントロールセンター TEL.048-600-6070

プロドライブ ラフィックス キーロック

商品名 メーカー希望小売価格
税込 （本体価格）

ラフィックス 
キーロック ¥12,960 （¥12,000）

8 Prodrive 9Prodrive



10 Prodrive 11Prodrive

For European（Hole-P.C.D.=5-108）

For Japanese（Hole-P.C.D.=5-100）

Inch Size Hole P.C.D. Inset FACE DISK RIM
形状

ハブ
孔径

付属
ハブカラー 付属ボルト

メーカー希望小売価格（COLOR別）
MB AG BF

税込 （本体価格） 税込 （本体価格） 税込 （本体価格）

19 19×8 5 108

46 F1 L3 N φ65.1 M12×P1.25 ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥116,640 （¥108,000）
45 F1 L2 N φ63.5 M12×P1.5 ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥116,640 （¥108,000）
36 F1 L2 N φ65.1 M12×P1.25 ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥116,640 （¥108,000）
35 F1 L3 N φ63.5 M12×P1.5 ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥116,640 （¥108,000）

For European（Hole-P.C.D.=5-112）

19

19×8 5 112 48 F1 L1 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥116,640 （¥108,000）
F1 L1 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥116,640 （¥108,000）

35 F1 L3 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥116,640 （¥108,000）

19×8½ 5 112

42 F1 L2 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥117,720 （¥109,000）
F1 L2 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥117,720 （¥109,000）

35 F2 L3 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥117,720 （¥109,000）
F2 L3 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥117,720 （¥109,000）

29 F1 L1 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥117,720 （¥109,000）

19×9 5 112
50 F2 L3 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥103,680 （¥96,000） ¥103,680 （¥96,000） ¥118,800 （¥110,000）

F2 L3 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥103,680 （¥96,000） ¥103,680 （¥96,000） ¥118,800 （¥110,000）
35 F3 D0 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥103,680 （¥96,000） ¥103,680 （¥96,000） ¥118,800 （¥110,000）
25 F2 D0 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥103,680 （¥96,000） ¥103,680 （¥96,000） ¥118,800 （¥110,000）

19×9½ 5 112
48 F1 L3 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥119,880 （¥111,000）

F1 L3 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥119,880 （¥111,000）
35 F3 D0 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥119,880 （¥111,000）
29 F3 D1 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥119,880 （¥111,000）

19×10 5 112
45 F3 D1 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥105,840 （¥98,000） ¥105,840 （¥98,000） ¥120,960 （¥112,000）
35 F3 D2 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥105,840 （¥98,000） ¥105,840 （¥98,000） ¥120,960 （¥112,000）
25 F3 D2 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥105,840 （¥98,000） ¥105,840 （¥98,000） ¥120,960 （¥112,000）

20

20×8½ 5 112 45 F1 L2 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥153,360 （¥142,000）
F1 L2 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥153,360 （¥142,000）

20×9 5 112

42 F1 L3 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥154,440 （¥143,000）
F1 L3 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥154,440 （¥143,000）

35 F1 D0 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥154,440 （¥143,000）
F1 D0 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥154,440 （¥143,000）

30 F1 L2 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥154,440 （¥143,000）
25 F1 L3 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥154,440 （¥143,000）

20×9½ 5 112
50 F1 D0 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥155,520 （¥144,000）

29 F1 D1 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥155,520 （¥144,000）
F1 D1 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥155,520 （¥144,000）

20×10 5 112
50 F1 D0 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥156,600 （¥145,000）
35 F2 D1 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥156,600 （¥145,000）
25 F2 D3 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥156,600 （¥145,000）

20×10½ 5 112 40 F2 D2 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥142,560 （¥132,000） ¥142,560 （¥132,000） ¥157,680 （¥146,000）
29 F2 D3 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥142,560 （¥132,000） ¥142,560 （¥132,000） ¥157,680 （¥146,000）

20×11 5 112 42 F1 D1 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥143,640 （¥133,000） ¥143,640 （¥133,000） ¥158,760 （¥147,000）
32 F2 D3 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥143,640 （¥133,000） ¥143,640 （¥133,000） ¥158,760 （¥147,000）

For European（Hole-P.C.D.=5-120）

19

19×8½ 5 120 35 F2 D0 N φ72.5 M12×P1.5 ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥117,720 （¥109,000）
F2 D0 N φ72.5 M14×P1.25 ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥117,720 （¥109,000）

19×9½ 5 120 45 F3 D0 N φ72.5 M14×P1.25 ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥119,880 （¥111,000）
35 F3 D1 N φ72.5 M12×P1.5 ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥119,880 （¥111,000）

19×10 5 120 45 F3 D1 N φ72.5 M14×P1.25 ¥105,840 （¥98,000） ¥105,840 （¥98,000） ¥120,960 （¥112,000）
35 F3 D2 N φ72.5 M12×P1.5 ¥105,840 （¥98,000） ¥105,840 （¥98,000） ¥120,960 （¥112,000）

20

20×8½ 5 120 35 F1 L3 N φ72.5 M14×P1.25 ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥153,360 （¥142,000）

20×9 5 120 35 F1 D0 N φ72.5 M12×P1.5 ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥154,440 （¥143,000）
F1 D0 N φ72.5 M14×P1.25 ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥154,440 （¥143,000）

18 F2 D2 N φ72.5 M12×P1.5 ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥154,440 （¥143,000）
20×9½ 5 120 45 F1 D0 N φ72.5 M14×P1.25 ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥155,520 （¥144,000）

20×10 5 120 45 F2 D1 N φ72.5 M14×P1.25 ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥156,600 （¥145,000）
35 F2 D2 N φ72.5 M12×P1.5 ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥156,600 （¥145,000）

20×10½ 5 120 45 F2 D1 N φ72.5 M14×P1.25 ¥142,560 （¥132,000） ¥142,560 （¥132,000） ¥157,680 （¥146,000）
22 F2 D4 N φ72.5 M12×P1.5 ¥142,560 （¥132,000） ¥142,560 （¥132,000） ¥157,680 （¥146,000）

Inch Size Hole P.C.D. Inset FACE DISK RIM
形状

ハブ
孔径 付属ナット

メーカー希望小売価格（COLOR別）
備考MB AG BF

税込 （本体価格） 税込 （本体価格） 税込 （本体価格）

19
19×8 5 100 50 F1 L1 N φ73 ¥99,360 （¥92,000） ¥99,360 （¥92,000） ¥114,480 （¥106,000） B

40 F1 L2 N φ73 ¥99,360 （¥92,000） ¥99,360 （¥92,000） ¥114,480 （¥106,000）

19×8½ 5 100 48 F1 L2 N φ73 ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥115,560 （¥107,000）
40 F1 L3 N φ73 ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥115,560 （¥107,000）

19×9½ 5 100 43 F3 D0 N φ73 ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥117,720 （¥109,000）

20 20×8½ 5 100 45 F1 L3 N φ73 ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥151,200 （¥140,000）
20×9 5 100 45 F1 L3 N φ73 ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥152,280 （¥141,000）

For Japanese（Hole-P.C.D.=5-114.3）

19

19×8 5 114.3 50 F1 L1 N φ73 ¥99,360 （¥92,000） ¥99,360 （¥92,000） ¥114,480 （¥106,000）
40 F1 L1 N φ73 ¥99,360 （¥92,000） ¥99,360 （¥92,000） ¥114,480 （¥106,000）

19×8½ 5 114.3

50 F1 L2 N φ73 ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥115,560 （¥107,000）
45 F1 L1 N φ73 ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥115,560 （¥107,000）
40 F1 L1 N φ73 ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥115,560 （¥107,000）
35 F1 L1 N φ73 ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥115,560 （¥107,000）
30 F2 D0 N φ73 ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥115,560 （¥107,000）
25 F2 D0 N φ73 ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥115,560 （¥107,000）

19×9 5 114.3
45 F1 L3 N φ73 ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥116,640 （¥108,000）
35 F1 L3 N φ73 ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥116,640 （¥108,000）
20 F2 D0 N φ73 ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥116,640 （¥108,000）

19×9½ 5 114.3

50 F2 L3 N φ73 ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥117,720 （¥109,000）
45 F2 D0 N φ73 ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥117,720 （¥109,000）
40 F3 D0 N φ73 ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥117,720 （¥109,000）
35 F2 D0 N φ73 ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥117,720 （¥109,000）

19×10 5 114.3

50 F2 D0 N φ73 ¥103,680 （¥96,000） ¥103,680 （¥96,000） ¥118,800 （¥110,000）
45 F2 D0 N φ73 ¥103,680 （¥96,000） ¥103,680 （¥96,000） ¥118,800 （¥110,000）
20 F3 D4 N φ73 ¥103,680 （¥96,000） ¥103,680 （¥96,000） ¥118,800 （¥110,000）
15 F3 D4 N φ73 ¥103,680 （¥96,000） ¥103,680 （¥96,000） ¥118,800 （¥110,000）

19×10½ 5 114.3 30 F3 D2 N φ73 ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥119,880 （¥111,000）
20 F3 D4 N φ73 ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥119,880 （¥111,000）

20

20×8½ 5 114.3

45 F1 L3 N φ73 ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥151,200 （¥140,000）
40 F1 L3 N φ73 ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥151,200 （¥140,000）
35 F1 L3 N φ73 ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥151,200 （¥140,000）
25 F2 D1 N φ73 ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥151,200 （¥140,000）

20×9 5 114.3

50 F1 L2 N φ73 ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥152,280 （¥141,000）
45 F1 L3 N φ73 ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥152,280 （¥141,000）
40 F1 L3 N φ73 ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥152,280 （¥141,000）
35 F1 L3 N φ73 ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥152,280 （¥141,000）
30 F1 L3 N φ73 ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥152,280 （¥141,000）
20 F1 D1 N φ73 ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥152,280 （¥141,000）

20×9½ 5 114.3
45 F1 D0 N φ73 ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥153,360 （¥142,000）
40 F1 D0 N φ73 ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥153,360 （¥142,000）
35 F2 D1 N φ73 ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥153,360 （¥142,000）

20×10 5 114.3
50 F1 D0 N φ73 ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥154,440 （¥143,000）
45 F1 D0 N φ73 ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥154,440 （¥143,000）
35 F1 D1 N φ73 ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥154,440 （¥143,000）

20×10½ 5 114.3

50 F2 D1 N φ73 ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥155,520 （¥144,000）
45 F2 D1 N φ73 ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥155,520 （¥144,000）
30 F2 D3 N φ73 ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥155,520 （¥144,000）
20 F2 D4 N φ73 ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥155,520 （¥144,000）

20×11 5 114.3 15 F2 D5 N φ73 ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥156,600 （¥145,000）
5 F2 D5 N φ73 ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥156,600 （¥145,000）

FORGED FORGED

●受注生産品です。受注翌月より最大で約3ヶ月程、お届けまでに時間を頂く場合がございます。詳しくは販売店・販売会社までお問い合わせ 
ください。また、生産状況によっては、上記以上に納期がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

　（逆に生産ロットの都合で、在庫がある場合もございますので、都度在庫確認の程、宜しくお願い致します。）

●価格は、ホイール1本とCAP、バルブ、ボルト、ハブカラー（一部サイズ）、バルブエクステンション、アダプター（同梱）付メーカー希望小売価格です。
●バルブエクステンションおよびアダプターは、ホイール2本に各1個ずつ同梱となります。
●COLOR：MB＝マイスターブラック、AG＝オルタナティブゴールド、BF＝ブラッシュドフィニッシュ
●サイズによりフェイスタイプ（スポークアール）、ディスクタイプ（センター部深さ）が異なります。詳しくは、サイズ表中「FACE」、「DISK」、もしくは 

イラスト・商品写真をご参照ください。
●サイズによりハブ孔径が異なります。詳しくはサイズ表中「ハブ孔径」をご参照ください。
　φ63.5、 φ72.5のホイールはハブカラーを使用せず装着するタイプとなりますので、 ホイールハブ孔径が車両ハブ径と合致することを 

ご確認願います。φ73のホイールはハブカラー記号B（外径φ73のハブカラー）となります。

●受注生産品です。受注翌月より最大で約3ヶ月程、お届けまでに時間を頂く場合がございます。詳しくは販売店・販売会社までお問い合わせ 
ください。また、生産状況によっては、上記以上に納期がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

　（逆に生産ロットの都合で、在庫がある場合もございますので、都度在庫確認の程、宜しくお願い致します。）

●価格は、ホイール1本とCAP、バルブ、ナット（一部サイズ）、バルブエクステンション、アダプター（同梱）付メーカー希望小売価格です。
●バルブエクステンションおよびアダプターは、ホイール2本に各1個ずつ同梱となります。
●COLOR：MB＝マイスターブラック、AG＝オルタナティブゴールド、BF＝ブラッシュドフィニッシュ
●サイズによりフェイスタイプ（スポークアール）、ディスクタイプ（センター部深さ）が異なります。詳しくは、サイズ表中「FACE」、「DISK」、もしくは 

商品写真をご参照ください。
●サイズによりハブ孔径が異なります。詳しくはサイズ表中「ハブ孔径」をご参照ください。
　φ60のホイールはハブカラーを使用せず装着するタイプとなりますので、 ホイールハブ孔径が車両ハブ径と合致することをご確認願います。 

φ73のホイールはハブカラー記号B（外径φ73のハブカラー）となります。

●取付孔形状は、60°テーパー座ボルト対応となっております。
●リム形状は、ノーマル（N）となります。
●スポークとリム結合部に2本のボルト締めにて装着されているp-linker（アルミ削り出しエクステンション）は取り外さないでください。
　故意に外そうとすると、ボルトの緩み、パーツの脱落等が発生する可能性があり、大変危険ですので、絶対におやめください。
●車体からタイヤ・ホイール（含むCAP）がはみ出さないようにしてください。オーバーフェンダーになるような装着、およびフェンダー加工、車両の 

不正改造等による装着は法令で禁止されています。絶対に避けてください。また、純正タイヤサイズより選定したタイヤ・ホイールサイズが太く 
なる場合は、車両静止状態で干渉、はみ出しが無い場合でも走行時フェンダーへの接触の可能性がありますので、あわせてご確認ください。

●装着されるタイヤの銘柄サイズによりましては、車両への干渉やはみ出しが発生する可能性がありますので、必ず現車でご確認ください。
●当商品につきましてはランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際に

は、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。
●P.C.D.＝112のアルミホイールは、メルセデスベンツ（GLクラス、R550 4MATIC、R350 4MATIC 2012〜、ML63 4MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、 

Vクラス（W447））、ベントレー、マイバッハには装着できません。
●P.C.D.＝120のアルミホイールは、BMW（X5 7人乗り、X5〔F15〕、ActiveHybrid X6）、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。

●取付孔形状は、60°テーパー座ナット対応となっております。
●リム形状は、すべてノーマル（N）となります。
●スポークとリム結合部に2本のボルト締めにて装着されているp-linker（アルミ削り出しエクステンション）は取り外さないでください。
　故意に外そうとすると、ボルトの緩み、パーツの脱落等が発生する可能性があり、大変危険ですので、絶対におやめください。
●B印は、Prodrive GCシリーズ／Hole-P.C.D.＝5-100サイズのうち、スバル純正ブレンボキャリパー対応サイズです。
●車体からタイヤ・ホイール（含むCAP）がはみ出さないようにしてください。オーバーフェンダーになるような装着、およびフェンダー加工、車両の

不正改造等による装着は法令で禁止されています。絶対に避けてください。また、純正タイヤサイズより選定したタイヤ・ホイールサイズが太く 
なる場合は、車両静止状態で干渉、はみ出しが無い場合でも走行時フェンダーへの接触の可能性がありますので、あわせてご確認ください。

●装着されるタイヤの銘柄サイズによりましては、車両への干渉やはみ出しが発生する可能性がありますので、必ず現車でご確認ください。
●当商品につきましてはランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際に

は、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。
●P.C.D.＝120のアルミホイールは、BMW（X5 7人乗り、X5〔F15〕、ActiveHybrid X6）、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。

For European（Hole-P.C.D.=4-100）
Inch Size Hole P.C.D. Inset FACE DISK RIM

形状
ハブ
孔径

付属
ハブカラー 付属ボルト

メーカー希望小売価格（COLOR別）
MB AG BF

税込 （本体価格） 税込 （本体価格） 税込 （本体価格）
18 18×7½ 4 100 45 F1 L2 R φ73 φ73⇒φ56 M14×P1.25 ¥81,000 （¥75,000） ¥81,000 （¥75,000） ¥96,120 （¥89,000）

For European（Hole-P.C.D.=5-100）
18 18×7½ 5 100 37 F1 L3 R φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥81,000 （¥75,000） ¥81,000 （¥75,000） ¥96,120 （¥89,000）

For European（Hole-P.C.D.=5-108）
18 18×8 5 108 48 F1 L2 R φ63.5 M14×P1.5 ¥82,080 （¥76,000） ¥82,080 （¥76,000） ¥97,200 （¥90,000）

19 19×8 5 108

46 F1 L3 N φ65.1 M12×P1.25 ¥96,120 （¥89,000） ¥96,120 （¥89,000） ¥111,240 （¥103,000）
45 F1 L2 N φ63.5 M12×P1.5 ¥96,120 （¥89,000） ¥96,120 （¥89,000） ¥111,240 （¥103,000）
36 F1 L2 N φ65.1 M12×P1.25 ¥96,120 （¥89,000） ¥96,120 （¥89,000） ¥111,240 （¥103,000）
35 F1 L3 N φ63.5 M12×P1.5 ¥96,120 （¥89,000） ¥96,120 （¥89,000） ¥111,240 （¥103,000）

For European（Hole-P.C.D.=5-112）

18

18×7 5 112 36 F1 L1 R φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.25 ¥79,920 （¥74,000） ¥79,920 （¥74,000） ¥95,040 （¥88,000）

18×7½ 5 112 50 F1 L1 R φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥81,000 （¥75,000） ¥81,000 （¥75,000） ¥96,120 （¥89,000）
F1 L1 R φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥81,000 （¥75,000） ¥81,000 （¥75,000） ¥96,120 （¥89,000）

18×8 5 112 50 F1 L2 R φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥82,080 （¥76,000） ¥82,080 （¥76,000） ¥97,200 （¥90,000）
42 F1 L2 R φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥82,080 （¥76,000） ¥82,080 （¥76,000） ¥97,200 （¥90,000）

18×8½ 5 112
50 F1 L2 R φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥83,160 （¥77,000） ¥83,160 （¥77,000） ¥98,280 （¥91,000）

F1 L2 R φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥83,160 （¥77,000） ¥83,160 （¥77,000） ¥98,280 （¥91,000）

28 F1 L2 R φ73 φ73⇒φ66.5 M12×P1.5 ¥83,160 （¥77,000） ¥83,160 （¥77,000） ¥98,280 （¥91,000）
F1 L2 R φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥83,160 （¥77,000） ¥83,160 （¥77,000） ¥98,280 （¥91,000）

18×9 5 112 53 F2 L3 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥84,240 （¥78,000） ¥84,240 （¥78,000） ¥99,360 （¥92,000）

19

19×8 5 112 48 F1 L1 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥96,120 （¥89,000） ¥96,120 （¥89,000） ¥111,240 （¥103,000）
F1 L1 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥96,120 （¥89,000） ¥96,120 （¥89,000） ¥111,240 （¥103,000）

35 F1 L3 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥96,120 （¥89,000） ¥96,120 （¥89,000） ¥111,240 （¥103,000）

19×8½ 5 112

42 F1 L2 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥97,200 （¥90,000） ¥97,200 （¥90,000） ¥112,320 （¥104,000）
F1 L2 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥97,200 （¥90,000） ¥97,200 （¥90,000） ¥112,320 （¥104,000）

35 F2 L3 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥97,200 （¥90,000） ¥97,200 （¥90,000） ¥112,320 （¥104,000）
F2 L3 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥97,200 （¥90,000） ¥97,200 （¥90,000） ¥112,320 （¥104,000）

29 F1 L1 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥97,200 （¥90,000） ¥97,200 （¥90,000） ¥112,320 （¥104,000）

19×9 5 112
50 F2 L3 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥98,280 （¥91,000） ¥98,280 （¥91,000） ¥113,400 （¥105,000）

F2 L3 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥98,280 （¥91,000） ¥98,280 （¥91,000） ¥113,400 （¥105,000）
35 F3 D0 R φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥98,280 （¥91,000） ¥98,280 （¥91,000） ¥113,400 （¥105,000）
25 F2 D0 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥98,280 （¥91,000） ¥98,280 （¥91,000） ¥113,400 （¥105,000）

19×9½ 5 112
48 F1 L3 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥99,360 （¥92,000） ¥99,360 （¥92,000） ¥114,480 （¥106,000）

F1 L3 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥99,360 （¥92,000） ¥99,360 （¥92,000） ¥114,480 （¥106,000）
35 F3 D0 R φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥99,360 （¥92,000） ¥99,360 （¥92,000） ¥114,480 （¥106,000）
29 F3 D1 R φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥99,360 （¥92,000） ¥99,360 （¥92,000） ¥114,480 （¥106,000）

19×10 5 112
45 F3 D1 R φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥115,560 （¥107,000）
35 F3 D2 R φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥115,560 （¥107,000）
25 F3 D2 R φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥115,560 （¥107,000）

20

20×8½ 5 112 45 F1 L2 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥132,840 （¥123,000） ¥132,840 （¥123,000） ¥147,960 （¥137,000）
F1 L2 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥132,840 （¥123,000） ¥132,840 （¥123,000） ¥147,960 （¥137,000）

20×9 5 112

42 F1 L3 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥133,920 （¥124,000） ¥133,920 （¥124,000） ¥149,040 （¥138,000）
F1 L3 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥133,920 （¥124,000） ¥133,920 （¥124,000） ¥149,040 （¥138,000）

35 F1 D0 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥133,920 （¥124,000） ¥133,920 （¥124,000） ¥149,040 （¥138,000）
F1 D0 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥133,920 （¥124,000） ¥133,920 （¥124,000） ¥149,040 （¥138,000）

30 F1 L2 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥133,920 （¥124,000） ¥133,920 （¥124,000） ¥149,040 （¥138,000）
25 F1 L3 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥133,920 （¥124,000） ¥133,920 （¥124,000） ¥149,040 （¥138,000）

20×9½ 5 112
50 F1 D0 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥135,000 （¥125,000） ¥135,000 （¥125,000） ¥150,120 （¥139,000）

29 F1 D1 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥135,000 （¥125,000） ¥135,000 （¥125,000） ¥150,120 （¥139,000）
F1 D1 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥135,000 （¥125,000） ¥135,000 （¥125,000） ¥150,120 （¥139,000）

20×10 5 112
50 F1 D0 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥151,200 （¥140,000）
35 F2 D1 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥151,200 （¥140,000）
25 F2 D3 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥151,200 （¥140,000）

20×10½ 5 112 40 F2 D2 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥152,280 （¥141,000）
29 F2 D3 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥152,280 （¥141,000）

20×11 5 112 42 F1 D1 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥153,360 （¥142,000）
32 F2 D3 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥153,360 （¥142,000）

For European（Hole-P.C.D.=5-120）

19

19×8½ 5 120 35 F2 D0 N φ72.5 M12×P1.5 ¥97,200 （¥90,000） ¥97,200 （¥90,000） ¥112,320 （¥104,000）
F2 D0 N φ72.5 M14×P1.25 ¥97,200 （¥90,000） ¥97,200 （¥90,000） ¥112,320 （¥104,000）

19×9½ 5 120 45 F3 D0 R φ72.5 M14×P1.25 ¥99,360 （¥92,000） ¥99,360 （¥92,000） ¥114,480 （¥106,000）
35 F3 D1 R φ72.5 M12×P1.5 ¥99,360 （¥92,000） ¥99,360 （¥92,000） ¥114,480 （¥106,000）

19×10 5 120 45 F3 D1 R φ72.5 M14×P1.25 ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥115,560 （¥107,000）
35 F3 D2 R φ72.5 M12×P1.5 ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥115,560 （¥107,000）

20

20×8½ 5 120 35 F1 L3 N φ72.5 M14×P1.25 ¥132,840 （¥123,000） ¥132,840 （¥123,000） ¥147,960 （¥137,000）

20×9 5 120 35 F1 D0 N φ72.5 M12×P1.5 ¥133,920 （¥124,000） ¥133,920 （¥124,000） ¥149,040 （¥138,000）
F1 D0 N φ72.5 M14×P1.25 ¥133,920 （¥124,000） ¥133,920 （¥124,000） ¥149,040 （¥138,000）

18 F2 D2 N φ72.5 M12×P1.5 ¥133,920 （¥124,000） ¥133,920 （¥124,000） ¥149,040 （¥138,000）
20×9½ 5 120 45 F1 D0 N φ72.5 M14×P1.25 ¥135,000 （¥125,000） ¥135,000 （¥125,000） ¥150,120 （¥139,000）

20×10 5 120 45 F2 D1 N φ72.5 M14×P1.25 ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥151,200 （¥140,000）
35 F2 D2 N φ72.5 M12×P1.5 ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥151,200 （¥140,000）

20×10½ 5 120 45 F2 D1 N φ72.5 M14×P1.25 ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥152,280 （¥141,000）
5 120 22 F2 D4 N φ72.5 M12×P1.5 ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥152,280 （¥141,000）

FORGED

●受注生産品です。受注翌月より最大で約３ヶ月程、お届けまでに時間をいただく場合がございます。詳しくは販売店・販売会社までお問い合わ
せください。また、生産状況によっては、上記以上に納期がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

　（逆に生産ロットの都合で、在庫がある場合もございますので、都度在庫確認のほど、宜しくお願い致します。）

●18インチは2017年3月受注開始予定です。開発状況により受注開始時期が前後する可能性がございますので、予めご了承ください。
●価格は、ホイール１本とCAP、バルブ、ボルト、ハブカラー（一部サイズ）、バルブエクステンション、アダプター（同梱）付メーカー希望小売価格です。
●バルブエクステンションおよびアダプターは、ホイール２本に各１個ずつ同梱となります。
●COLOR：MB＝マイスターブラック、AG＝オルタナティブゴールド、BF＝ブラッシュドフィニッシュ
●サイズによりフェイスタイプ（スポークアール）、ディスクタイプ（センター部深さ）が異なります。詳しくは、サイズ表中「FACE」、「DISK」、もしくは 

商品写真をご参照ください。
●サイズによりハブ孔径が異なります。詳しくはサイズ表中「ハブ孔径」をご参照ください。φ63.5、φ72.5のホイールはハブカラーを使用せず装着

するタイプとなりますので、ホイールハブ孔径が車両ハブ径と合致することをご確認願います。φ73のホイールはハブカラー記号B（外径φ73の
ハブカラー）となります。

●取付孔形状は、60°テーパー座ボルト対応となっております。
●サイズによりリム形状が異なります。詳しくはサイズ表中「RIM形状」をご参照ください。ノーマル（N）、リバース（R）となります。
●車体からタイヤ・ホイール（含むCAP）がはみ出さないようにしてください。オーバーフェンダーになるような装着、およびフェンダー加工、車両の

不正改造等による装着は法令で禁止されています。絶対に避けてください。また、純正タイヤサイズより選定したタイヤ・ホイールサイズが太く 
なる場合は、車両静止状態で干渉、はみ出しがない場合でも走行時フェンダーへの接触の可能性がありますので、あわせてご確認ください。

●装着されるタイヤの銘柄サイズによりましては、車両への干渉やはみ出しが発生する可能性がありますので、必ず現車でご確認ください。
●当商品につきましてはランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際に

は、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。
●P.C.D.＝112のアルミホイールは、メルセデスベンツ（GLクラス、R550 4MATIC、R350 4MATIC 2012〜、ML63 4MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、 

Vクラス（W447））、ベントレー、マイバッハには装着できません。
●P.C.D.＝120のアルミホイールは、BMW（X5 7人乗り、X5〔F15〕、ActiveHybrid X6）、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。

Inch Size Hole P.C.D. Inset FACE DISK RIM
形状

ハブ
孔径 付属ナット

メーカー希望小売価格（COLOR別）
備考MB AG BF

税込 （本体価格） 税込 （本体価格） 税込 （本体価格）
19 19×8½ 5 120 35 F1 L3 N φ60 M14×P1.5 ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥115,560 （¥107,000）

19×9½ 5 120 35 F3 D1 N φ60 M14×P1.5 ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥117,720 （¥109,000）

20 20×9 5 120 35 F1 D0 N φ60 M14×P1.5 ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥152,280 （¥141,000）
20×10½ 5 120 40 F2 D2 N φ60 M14×P1.5 ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥155,520 （¥144,000）

For Japanese（Hole-P.C.D.=5-120）

SIZE&PRICE LIST for Prodrive GC-0100s SIZE&PRICE LIST for Prodrive GC-0100s

SIZE&PRICE LIST for Prodrive GC-0100



12 Prodrive 13Prodrive

FORGED
For European（Hole-P.C.D.＝4-98）

Inch Size Hole P.C.D. Inset FACE DISK p-linker RIM
深さ

RIM
形状

ハブ
孔径

付属
ハブカラー

付属
ボルト

メーカー希望小売価格（COLOR別）
AG BB BW FB AG/R BS/R MB/R BF ★BPR

税込 （本体価格） 税込 （本体価格） 税込 （本体価格） 税込 （本体価格） 税込 （本体価格） 税込 （本体価格） 税込 （本体価格） 税込 （本体価格） 税込 （本体価格）
15 15×6½ 4 98 30 F1 L1 無 S N φ58 M12×P1.25 ¥52,920 （¥49,000） ¥52,920 （¥49,000） ¥52,920 （¥49,000） ¥52,920 （¥49,000） ¥52,920 （¥49,000）
17 17×7 4 98 35 F1 L1 無 S R φ58 M12×P1.25 ¥71,280 （¥66,000） ¥71,280 （¥66,000） ¥71,280 （¥66,000） ¥71,280 （¥66,000） ¥71,280 （¥66,000）
18 18×7½ 4 98 38 F1 L2 有 − N φ58 M12×P1.25 ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000）

For European（Hole-P.C.D.=4-100）
15 15×6½ 4 100 30 F1 L1 無 S N φ57 M12×P1.5 ¥52,920 （¥49,000） ¥52,920 （¥49,000） ¥52,920 （¥49,000） ¥52,920 （¥49,000） ¥52,920 （¥49,000）
17 17×7 4 100 42 F1 L1 無 S R φ56 M12×P1.5 ¥71,280 （¥66,000） ¥71,280 （¥66,000） ¥71,280 （¥66,000） ¥71,280 （¥66,000） ¥71,280 （¥66,000）

F1 L1 無 S R φ56 M14×P1.25 ¥71,280 （¥66,000） ¥71,280 （¥66,000） ¥71,280 （¥66,000） ¥71,280 （¥66,000） ¥71,280 （¥66,000）
18 18×7½ 4 100 45 F1 L2 有 − N φ56 M12×P1.5 ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000）

F1 L2 有 − N φ56 M14×P1.5 ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000）

For European（Hole-P.C.D.=5-98）
17 17×8 5 98 35 F1 L1 無 S R φ58 M12×P1.25 ¥73,440 （¥68,000） ¥73,440 （¥68,000） ¥73,440 （¥68,000） ¥73,440 （¥68,000） ¥73,440 （¥68,000）

For European（Hole-P.C.D.=5-100）
15 15×6½ 5 100 30 F1 L1 無 S N φ57 M14×P1.5 ¥52,920 （¥49,000） ¥52,920 （¥49,000） ¥52,920 （¥49,000） ¥52,920 （¥49,000） ¥52,920 （¥49,000）
17 17×7½ 5 100 37 F1 L1 無 S R φ57 M14×P1.5 ¥72,360 （¥67,000） ¥72,360 （¥67,000） ¥72,360 （¥67,000） ¥72,360 （¥67,000） ¥72,360 （¥67,000）
18 18×7½ 5 100 32 F1 L3 有 − N φ57 M14×P1.5 ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000）
19 19×8 5 100 35 F1 L3 有 − N φ57 M14×P1.5 ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥116,640 （¥108,000） ¥101,520 （¥94,000）

For European（Hole-P.C.D.=5-108）
18 18×8 5 108 48 F1 L2 有 − N φ63.5 M14×P1.5 ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000）
19 19×8 5 108 45 F1 L2 有 − N φ63.5 M14×P1.5 ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥116,640 （¥108,000） ¥101,520 （¥94,000）

35 F1 L2 有 − N φ63.5 M14×P1.5 ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥116,640 （¥108,000） ¥101,520 （¥94,000）
20 20×8½ 5 108 20 F1 D1 有 − N φ67 M14×P1.5 ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥153,360 （¥142,000） ¥138,240 （¥128,000）

20×11 5 108 30 F2 D2 有 − N φ67 M14×P1.5 ¥143,640 （¥133,000） ¥143,640 （¥133,000） ¥143,640 （¥133,000） ¥143,640 （¥133,000） ¥143,640 （¥133,000） ¥143,640 （¥133,000） ¥158,760 （¥147,000） ¥143,640 （¥133,000）

For European（Hole-P.C.D.=5-110）
18 18×8 5 110 35 F1 L2 有 − N φ65 M14×P1.5 ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000）

For European（Hole-P.C.D.=5-112）
17 17×7½ 5 112 50 F1 L1 無 S R φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥72,360 （¥67,000） ¥72,360 （¥67,000） ¥72,360 （¥67,000） ¥72,360 （¥67,000） ¥72,360 （¥67,000）

18

18×7½ 5 112 50 F1 L1 有 − N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.25 ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000）
F1 L1 有 − N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000）

30 F1 L1 有 − N φ73 φ73⇒φ66.5 M12×P1.5 ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000）

18×8 5 112 50 F1 L1 有 − N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.25 ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000）
F1 L1 有 − N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000）

42 F1 L2 有 − N φ73 φ73⇒φ66.5 M12×P1.5 ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000）

18×8½ 5 112
45 F1 L2 有 − N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000）

F1 L2 有 − N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000）
28 F1 L2 有 − N φ73 φ73⇒φ66.5 M12×P1.5 ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000）

F1 L2 有 − N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000）
18×9 5 112 50 F2 L3 有 − N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000）

19

19×8 5 112 50 F1 L2 有 − N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥116,640 （¥108,000） ¥101,520 （¥94,000）
19×8½ 5 112 42 F1 L2 有 − N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥117,720 （¥109,000） ¥102,600 （¥95,000）

F1 L2 有 − N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥117,720 （¥109,000） ¥102,600 （¥95,000）
19×9 5 112 50 F1 L3 有 − N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥103,680 （¥96,000） ¥103,680 （¥96,000） ¥103,680 （¥96,000） ¥103,680 （¥96,000） ¥103,680 （¥96,000） ¥103,680 （¥96,000） ¥118,800 （¥110,000） ¥103,680 （¥96,000）

35 F3 D1 有 − N φ57 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥103,680 （¥96,000） ¥103,680 （¥96,000） ¥103,680 （¥96,000） ¥103,680 （¥96,000） ¥103,680 （¥96,000） ¥103,680 （¥96,000） ¥118,800 （¥110,000） ¥103,680 （¥96,000）

19×9½ 5 112

50 F2 L3 有 − N φ57 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥119,880 （¥111,000） ¥104,760 （¥97,000）
45 F2 L3 有 − N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥119,880 （¥111,000） ¥104,760 （¥97,000）

F2 L3 有 − N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥119,880 （¥111,000） ¥104,760 （¥97,000）
35 F2 L3 有 − N φ66.5 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥119,880 （¥111,000） ¥104,760 （¥97,000）
29 F3 D1 有 − N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥119,880 （¥111,000） ¥104,760 （¥97,000）

19×10 5 112 45 F3 L3 有 − N φ66.5 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥105,840 （¥98,000） ¥105,840 （¥98,000） ¥105,840 （¥98,000） ¥105,840 （¥98,000） ¥105,840 （¥98,000） ¥105,840 （¥98,000） ¥120,960 （¥112,000） ¥105,840 （¥98,000）
25 F3 D2 有 − N φ66.5 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥105,840 （¥98,000） ¥105,840 （¥98,000） ¥105,840 （¥98,000） ¥105,840 （¥98,000） ¥105,840 （¥98,000） ¥105,840 （¥98,000） ¥120,960 （¥112,000） ¥105,840 （¥98,000）

20

20×9 5 112
42 F1 L3 有 − N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥154,440 （¥143,000） ¥139,320 （¥129,000）

F1 L3 有 − N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥154,440 （¥143,000） ¥139,320 （¥129,000）
35 F1 D1 有 − N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥154,440 （¥143,000） ¥139,320 （¥129,000）
29 F1 L3 有 − N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥154,440 （¥143,000） ¥139,320 （¥129,000）

20×9½ 5 112 42 F1 D1 有 − N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥155,520 （¥144,000） ¥140,400 （¥130,000）
29 F2 D2 有 − N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥155,520 （¥144,000） ¥140,400 （¥130,000）

20×10 5 112 25 F2 D2 有 − N φ66.5 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥156,600 （¥145,000） ¥141,480 （¥131,000）
20×10½ 5 112 29 F2 D4 有 − N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥142,560 （¥132,000） ¥142,560 （¥132,000） ¥142,560 （¥132,000） ¥142,560 （¥132,000） ¥142,560 （¥132,000） ¥142,560 （¥132,000） ¥157,680 （¥146,000） ¥142,560 （¥132,000）
20×11 5 112 45 F2 D3 有 − N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥143,640 （¥133,000） ¥143,640 （¥133,000） ¥143,640 （¥133,000） ¥143,640 （¥133,000） ¥143,640 （¥133,000） ¥143,640 （¥133,000） ¥158,760 （¥147,000） ¥143,640 （¥133,000）

21 21×9½ 5 112 35 F1 L1 無 L R φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥154,440 （¥143,000） ¥154,440 （¥143,000） ¥169,560 （¥157,000） ¥154,440 （¥143,000）
20 F1 L1 無 L R φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥154,440 （¥143,000） ¥154,440 （¥143,000） ¥169,560 （¥157,000） ¥154,440 （¥143,000）

For European（Hole-P.C.D.=5-120）

18

18×8 5 120 45 F1 L2 有 − N φ72.5 M12×P1.5 ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000）
F1 L2 有 − N φ72.5 M14×P1.25 ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000）

34 F2 L3 有 − N φ72.5 M14×P1.25 ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000）

18×8½ 5 120
45 F1 L3 有 − N φ72.5 M12×P1.5 ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000）

35
F2 L3 有 − N φ72.5 M12×P1.5 ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000）
F2 L3 有 − N φ72.5 M14×P1.25 ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000）
F2 L3 有 − N φ72.5 M14×P1.5 ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000）

18×9 5 120 50 F2 L3 有 − N φ72.5 M12×P1.5 ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000）
23 F3 D2 有 − N φ72.5 M12×P1.5 ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000）

18×9½ 5 120
45 F2 D1 有 − N φ72.5 M12×P1.5 ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000）

F2 D1 有 − N φ72.5 M14×P1.25 ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000）
35 F2 D1 有 − N φ72.5 M12×P1.5 ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000）
22 F3 D3 有 − N φ72.5 M12×P1.5 ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000）

18×10½ 5 120 25 F3 D4 有 − N φ72.5 M12×P1.5 ¥92,880 （¥86,000） ¥92,880 （¥86,000） ¥92,880 （¥86,000） ¥92,880 （¥86,000） ¥92,880 （¥86,000） ¥92,880 （¥86,000） ¥92,880 （¥86,000） ¥92,880 （¥86,000）

19

19×8 5 120 45 F1 L2 有 − N φ72.5 M14×P1.25 ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥116,640 （¥108,000） ¥101,520 （¥94,000）

19×8½ 5 120 35 F2 L3 有 − N φ72.5 M12×P1.5 ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥117,720 （¥109,000） ¥102,600 （¥95,000）
F2 L3 有 − N φ72.5 M14×P1.25 ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥117,720 （¥109,000） ¥102,600 （¥95,000）

20 F2 L3 有 − N φ72.5 M12×P1.5 ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥117,720 （¥109,000） ¥102,600 （¥95,000）
19×9 5 120 30 F3 D1 有 − N φ72.5 M14×P1.5 ¥103,680 （¥96,000） ¥103,680 （¥96,000） ¥103,680 （¥96,000） ¥103,680 （¥96,000） ¥103,680 （¥96,000） ¥103,680 （¥96,000） ¥118,800 （¥110,000） ¥103,680 （¥96,000）

19×9½ 5 120
45 F2 L3 有 − N φ72.5 M12×P1.5 ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥119,880 （¥111,000） ¥104,760 （¥97,000）

F2 L3 有 − N φ72.5 M14×P1.25 ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥119,880 （¥111,000） ¥104,760 （¥97,000）
35 F3 D1 有 − N φ72.5 M12×P1.5 ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥119,880 （¥111,000） ¥104,760 （¥97,000）
25 F3 D3 有 − N φ72.5 M12×P1.5 ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥119,880 （¥111,000） ¥104,760 （¥97,000）

19×10 5 120 25 F3 D3 有 − N φ72.5 M14×P1.5 ¥105,840 （¥98,000） ¥105,840 （¥98,000） ¥105,840 （¥98,000） ¥105,840 （¥98,000） ¥105,840 （¥98,000） ¥105,840 （¥98,000） ¥120,960 （¥112,000） ¥105,840 （¥98,000）
19×10½ 5 120 22 F3 D4 有 − N φ72.5 M12×P1.5 ¥106,920 （¥99,000） ¥106,920 （¥99,000） ¥106,920 （¥99,000） ¥106,920 （¥99,000） ¥106,920 （¥99,000） ¥106,920 （¥99,000） ¥122,040 （¥113,000） ¥106,920 （¥99,000）

20

20×8½ 5 120
48 F1 L3 有 − N φ72.5 M14×P1.25 ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥153,360 （¥142,000） ¥138,240 （¥128,000）
35 F1 L3 有 − N φ72.5 M12×P1.5 ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥153,360 （¥142,000） ¥138,240 （¥128,000）

F1 L3 有 − N φ72.5 M14×P1.25 ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥153,360 （¥142,000） ¥138,240 （¥128,000）

20×9 5 120

42 F1 L3 有 − N φ72.5 M14×P1.25 ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥154,440 （¥143,000） ¥139,320 （¥129,000）
35 F1 D1 有 − N φ72.5 M14×P1.25 ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥154,440 （¥143,000） ¥139,320 （¥129,000）

32
F2 D2 有 − N φ72.5 M12×P1.5 ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥154,440 （¥143,000） ¥139,320 （¥129,000）
F2 D2 有 − N φ72.5 M14×P1.25 ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥154,440 （¥143,000） ¥139,320 （¥129,000）
F2 D2 有 − N φ72.5 M14×P1.5 ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥154,440 （¥143,000） ¥139,320 （¥129,000）

18 F2 D3 有 − N φ72.5 M12×P1.5 ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥154,440 （¥143,000） ¥139,320 （¥129,000）
5 F2 D4 有 − N φ72.5 M12×P1.5 ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥154,440 （¥143,000） ¥139,320 （¥129,000）

20×9½ 5 120 26 F2 D2 有 − N φ72.5 M14×P1.25 ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥155,520 （¥144,000） ¥140,400 （¥130,000）
18 F2 D2 有 − N φ72.5 M14×P1.25 ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥155,520 （¥144,000） ¥140,400 （¥130,000）

20×10 5 120
45 F2 D2 有 − N φ72.5 M14×P1.25 ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥156,600 （¥145,000） ¥141,480 （¥131,000）
35 F2 D3 有 − N φ72.5 M14×P1.5 ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥156,600 （¥145,000） ¥141,480 （¥131,000）
25 F2 D4 有 − N φ72.5 M14×P1.25 ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥156,600 （¥145,000） ¥141,480 （¥131,000）
15 F2 D4 有 − N φ72.5 M14×P1.25 ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥156,600 （¥145,000） ¥141,480 （¥131,000）

20×10½ 5 120 26 F2 D4 有 − N φ72.5 M14×P1.25 ¥142,560 （¥132,000） ¥142,560 （¥132,000） ¥142,560 （¥132,000） ¥142,560 （¥132,000） ¥142,560 （¥132,000） ¥142,560 （¥132,000） ¥157,680 （¥146,000） ¥142,560 （¥132,000）
22 F2 D4 有 − N φ72.5 M12×P1.5 ¥142,560 （¥132,000） ¥142,560 （¥132,000） ¥142,560 （¥132,000） ¥142,560 （¥132,000） ¥142,560 （¥132,000） ¥142,560 （¥132,000） ¥157,680 （¥146,000） ¥142,560 （¥132,000）

20×11 5 120 42 F2 D2 有 − N φ72.5 M14×P1.25 ¥143,640 （¥133,000） ¥143,640 （¥133,000） ¥143,640 （¥133,000） ¥143,640 （¥133,000） ¥143,640 （¥133,000） ¥143,640 （¥133,000） ¥158,760 （¥147,000） ¥143,640 （¥133,000）

● 一部サイズについては開発中のため、価格・サイズ/スペック等が変更となる可能性がございます。また、サイズ別に受注開始時期が異なります。開発
状況により受注開始時期が前後する可能性がございますので、予めご了承ください。詳細につきましては、販売店・販売会社までお問い合わせください。

● 受注生産品です。受注翌月より最大で約3ヶ月程、お届けまでに時間を頂く場合がございます。また生産状況によっては、左記以上に納期が 
かかる場合がございますので、予めご了承ください。詳しくは販売店・販売会社までお問い合わせください。

●価格は、ホイール1本とCAP（15インチ除く）、バルブ、ボルト、ハブカラー（一部サイズ）、アダプター（同梱）付メーカー希望小売価格です。
●COLOR：AG＝オルタナティブゴールド、BB＝ブリティッシュブラック、BW＝ブリティッシュホワイト、FB＝フラットブラック、AG/R＝オルタナティブゴー

ルド/マシーンドリム、BS/R＝ブリティッシュシルバー/マシーンドリム、MB/R＝マイスターブラック/マシーンドリム、BF＝ブラッシュドフィニッシュ、
BPR＝ブリティッシュパールレッド

●★印はEXCLUSIVE MODELです。詳しくは16ページをご参照ください。
●サイズによりCOLOR設定が異なります。詳しくはサイズ表中「COLOR」をご参照ください。
●サイズによりハブ孔径が異なります。詳しくはサイズ表中「ハブ孔径」をご参照ください。
●サイズによりディスクタイプ（センター部深さ）、フェイスタイプ（スポークアール）が異なります。詳しくは、サイズ表中「DISK」、「FACE」、もしくは 

商品写真をご参照ください。
●15、17、21インチサイズ（p-linker無）は、他18、19、20インチサイズ（p-linker有）とデザインが異なります。詳しくは商品写真、もしくはCG画像を 

ご参照ください。
●15、17、21インチサイズ（p-linker無）は、RIM深さが異なります。詳しくはサイズ表中「RIM深さ」をご参照ください。（S：約30㎜、L：約50㎜）

●取付孔形状は、60°テーパー座ボルト対応となっております。
●リム形状は17インチ、21インチはリバース（R）、それ以外のサイズはノーマル（N）となります。
●15インチは、CAPが同梱されておりません。GC-05N適用のオプションCAPもしくはGC-010E適用CAPが装着可能です。
　ただし、CAP装着状態での車両へのホイールの装着可否は車両により異なりますので販売店・販売会社にお問い合わせください。
●スポークとリム結合部に2本のボルト締めにて装着されているp-linker （アルミ削り出しエクステンション）は、取り外さないでください。
　故意に外そうとすると、ボルトの緩み、パーツの脱落等が発生する可能性があり、大変危険ですので、絶対におやめください。
●同梱ボルトの色は全てシルバー（メッキ）となりますが（2017年1月1日現在）、商品の開発状況により、変更される場合があります。
●車体からタイヤ・ホイール（含むCAP）がはみ出さないようにしてください。オーバーフェンダーになるような装着、およびフェンダー加工、車両の

不正改造等による装着は法令で禁止されています。絶対に避けてください。また、純正タイヤサイズより選定したタイヤ・ホイールサイズが太く 
なる場合は、車両静止状態で干渉、はみ出しが無い場合でも走行時フェンダーへの接触の可能性がありますので、あわせてご確認ください。

●装着されるタイヤの銘柄サイズによりましては、車両への干渉やはみ出しが発生する可能性がありますので、必ず現車でご確認ください。
●当商品につきましてはランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際に

は、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。
●P.C.D.＝112のアルミホイールは、メルセデスベンツ（GLクラス、R550 4MATIC、R350 4MATIC 2012〜、ML63 4MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、 

Vクラス（W447））、ベントレー、マイバッハには装着できません。
●P.C.D.＝120のアルミホイールは、BMW（X5 7人乗り、X5［F15］、ActiveHybrid X6）、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。

FORGED

●受注生産品です。受注翌月より最大で約3ヶ月程、お届けまでに時間をいただく場合がございます。詳しくは販売店・販売会社までお問い合わ
せください。また、生産状況によっては、上記以上に納期がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

　（逆に生産ロットの都合で、在庫がある場合もございますので、都度在庫確認のほど、宜しくお願い致します。）

●18インチは2017年3月受注開始予定です。開発状況により受注開始時期が前後する可能性がございますので、予めご了承ください。
●価格は、ホイール1本とCAP、バルブ、ナット（一部サイズ）、バルブエクステンション、アダプター（同梱）付メーカー希望小売価格です。
●バルブエクステンションおよびアダプターは、ホイール２本に各１個ずつ同梱となります。
●COLOR：MB＝マイスターブラック、AG＝オルタナティブゴールド、BF＝ブラッシュドフィニッシュ
●サイズによりフェイスタイプ（スポークアール）、ディスクタイプ（センター部深さ）が異なります。詳しくは、サイズ表中「FACE」、「DISK」、もしくは 

商品写真をご参照ください。
●サイズによりハブ孔径が異なります。詳しくはサイズ表中「ハブ孔径」をご参照ください。φ60のホイールはハブカラーを使用せず装着するタイプ

となりますので、ホイールハブ孔径が車両ハブ径と合致することをご確認願います。φ73のホイールはハブカラー記号B（外径φ73のハブカラー）
となります。

●取付孔形状は、60°テーパー座ナット対応となっております。
●サイズによりリム形状が異なります。詳しくはサイズ表中「RIM形状」をご参照ください。ノーマル（N）、リバース（R）となります。
●B印は、Prodrive GCシリーズ／Hole-P.C.D.＝5-100サイズのうち、スバル純正ブレンボキャリパー対応サイズです。
●車体からタイヤ・ホイール（含むCAP）がはみ出さないようにしてください。オーバーフェンダーになるような装着、およびフェンダー加工、車両の

不正改造等による装着は法令で禁止されています。絶対に避けてください。また、純正タイヤサイズより選定したタイヤ・ホイールサイズが太く 
なる場合は、車両静止状態で干渉、はみ出しがない場合でも走行時フェンダーへの接触の可能性がありますので、あわせてご確認ください。

●装着されるタイヤの銘柄サイズによりましては、車両への干渉やはみ出しが発生する可能性がありますので、必ず現車でご確認ください。
●当商品につきましてはランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際に

は、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。
●P.C.D.＝120のアルミホイールは、BMW（X5 7人乗り、X5［F15］、ActiveHybrid X6）、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。

For Japanese（Hole-P.C.D.=5-100）
Inch Size Hole P.C.D. Inset FACE DISK RIM

形状
ハブ
孔径 付属ナット

メーカー希望小売価格（COLOR別）
備考MB AG BF

税込 （本体価格） 税込 （本体価格） 税込 （本体価格）

18

18×7½ 5 100 48 F1 L1 R φ73 ¥78,840 （¥73,000） ¥78,840 （¥73,000） ¥93,960 （¥87,000）
18×8 5 100 48 F1 L2 R φ73 ¥79,920 （¥74,000） ¥79,920 （¥74,000） ¥95,040 （¥88,000）

18×8½ 5 100 44 F2 D1 N φ73 ¥81,000 （¥75,000） ¥81,000 （¥75,000） ¥96,120 （¥89,000）
18×9½ 5 100 44 F2 D2 N φ73 ¥83,160 （¥77,000） ¥83,160 （¥77,000） ¥98,280 （¥91,000）

19

19×8 5 100
50 F1 L1 N φ73 ¥93,960 （¥87,000） ¥93,960 （¥87,000） ¥109,080 （¥101,000） B
40 F1 L2 N φ73 ¥93,960 （¥87,000） ¥93,960 （¥87,000） ¥109,080 （¥101,000）

19×8½ 5 100
48 F1 L2 N φ73 ¥95,040 （¥88,000） ¥95,040 （¥88,000） ¥110,160 （¥102,000）
40 F1 L3 N φ73 ¥95,040 （¥88,000） ¥95,040 （¥88,000） ¥110,160 （¥102,000）

19×9½ 5 100 43 F3 D0 R φ73 ¥97,200 （¥90,000） ¥97,200 （¥90,000） ¥112,320 （¥104,000）

20 20×8½ 5 100 45 F1 L3 N φ73 ¥130,680 （¥121,000） ¥130,680 （¥121,000） ¥145,800 （¥135,000）
20×9 5 100 45 F1 L3 N φ73 ¥131,760 （¥122,000） ¥131,760 （¥122,000） ¥146,880 （¥136,000）

For Japanese（Hole-P.C.D.=5-114.3）

18

18×7½ 5 114.3
50 F1 L1 R φ73 ¥78,840 （¥73,000） ¥78,840 （¥73,000） ¥93,960 （¥87,000）
40 F1 L1 R φ73 ¥78,840 （¥73,000） ¥78,840 （¥73,000） ¥93,960 （¥87,000）

18×8 5 114.3
44 F1 L2 R φ73 ¥79,920 （¥74,000） ¥79,920 （¥74,000） ¥95,040 （¥88,000）
38 F1 L1 R φ73 ¥79,920 （¥74,000） ¥79,920 （¥74,000） ¥95,040 （¥88,000）

18×8½ 5 114.3

51 F1 L2 R φ73 ¥81,000 （¥75,000） ¥81,000 （¥75,000） ¥96,120 （¥89,000）
42 F1 L3 R φ73 ¥81,000 （¥75,000） ¥81,000 （¥75,000） ¥96,120 （¥89,000）
37 F2 L3 N φ73 ¥81,000 （¥75,000） ¥81,000 （¥75,000） ¥96,120 （¥89,000）
30 F2 D1 N φ73 ¥81,000 （¥75,000） ¥81,000 （¥75,000） ¥96,120 （¥89,000）

18×9 5 114.3
35 F2 D1 N φ73 ¥82,080 （¥76,000） ¥82,080 （¥76,000） ¥97,200 （¥90,000）
25 F2 D2 N φ73 ¥82,080 （¥76,000） ¥82,080 （¥76,000） ¥97,200 （¥90,000）

18×9½ 5 114.3
44 F2 D1 N φ73 ¥83,160 （¥77,000） ¥83,160 （¥77,000） ¥98,280 （¥91,000）
25 F2 D2 N φ73 ¥83,160 （¥77,000） ¥83,160 （¥77,000） ¥98,280 （¥91,000）
12 F3 D3 N φ73 ¥83,160 （¥77,000） ¥83,160 （¥77,000） ¥98,280 （¥91,000）

18×10 5 114.3
28 F3 D3 N φ73 ¥84,240 （¥78,000） ¥84,240 （¥78,000） ¥99,360 （¥92,000）
15 F3 D3 N φ73 ¥84,240 （¥78,000） ¥84,240 （¥78,000） ¥99,360 （¥92,000）

18×10½ 5 114.3 15 F3 D3 N φ73 ¥85,320 （¥79,000） ¥85,320 （¥79,000） ¥100,440 （¥93,000）

19

19×8 5 114.3
50 F1 L1 N φ73 ¥93,960 （¥87,000） ¥93,960 （¥87,000） ¥109,080 （¥101,000）
40 F1 L1 N φ73 ¥93,960 （¥87,000） ¥93,960 （¥87,000） ¥109,080 （¥101,000）

19×8½ 5 114.3

50 F1 L2 N φ73 ¥95,040 （¥88,000） ¥95,040 （¥88,000） ¥110,160 （¥102,000）
45 F1 L1 N φ73 ¥95,040 （¥88,000） ¥95,040 （¥88,000） ¥110,160 （¥102,000）
40 F1 L1 N φ73 ¥95,040 （¥88,000） ¥95,040 （¥88,000） ¥110,160 （¥102,000）
35 F1 L1 N φ73 ¥95,040 （¥88,000） ¥95,040 （¥88,000） ¥110,160 （¥102,000）
30 F2 D0 N φ73 ¥95,040 （¥88,000） ¥95,040 （¥88,000） ¥110,160 （¥102,000）
25 F2 D0 N φ73 ¥95,040 （¥88,000） ¥95,040 （¥88,000） ¥110,160 （¥102,000）

19

19×9 5 114.3
45 F1 L3 N φ73 ¥96,120 （¥89,000） ¥96,120 （¥89,000） ¥111,240 （¥103,000）
35 F1 L3 N φ73 ¥96,120 （¥89,000） ¥96,120 （¥89,000） ¥111,240 （¥103,000）
20 F2 D0 N φ73 ¥96,120 （¥89,000） ¥96,120 （¥89,000） ¥111,240 （¥103,000）

19×9½ 5 114.3

50 F2 L3 N φ73 ¥97,200 （¥90,000） ¥97,200 （¥90,000） ¥112,320 （¥104,000）
45 F2 D0 N φ73 ¥97,200 （¥90,000） ¥97,200 （¥90,000） ¥112,320 （¥104,000）
40 F3 D0 R φ73 ¥97,200 （¥90,000） ¥97,200 （¥90,000） ¥112,320 （¥104,000）
35 F2 D0 N φ73 ¥97,200 （¥90,000） ¥97,200 （¥90,000） ¥112,320 （¥104,000）

19×10 5 114.3

50 F2 D0 N φ73 ¥98,280 （¥91,000） ¥98,280 （¥91,000） ¥113,400 （¥105,000）
45 F2 D0 N φ73 ¥98,280 （¥91,000） ¥98,280 （¥91,000） ¥113,400 （¥105,000）
20 F3 D4 R φ73 ¥98,280 （¥91,000） ¥98,280 （¥91,000） ¥113,400 （¥105,000）
15 F3 D4 R φ73 ¥98,280 （¥91,000） ¥98,280 （¥91,000） ¥113,400 （¥105,000）

19×10½ 5 114.3
30 F3 D2 R φ73 ¥99,360 （¥92,000） ¥99,360 （¥92,000） ¥114,480 （¥106,000）
20 F3 D4 R φ73 ¥99,360 （¥92,000） ¥99,360 （¥92,000） ¥114,480 （¥106,000）

20

20×8½ 5 114.3

45 F1 L3 N φ73 ¥130,680 （¥121,000） ¥130,680 （¥121,000） ¥145,800 （¥135,000）
40 F1 L3 N φ73 ¥130,680 （¥121,000） ¥130,680 （¥121,000） ¥145,800 （¥135,000）
35 F1 L3 N φ73 ¥130,680 （¥121,000） ¥130,680 （¥121,000） ¥145,800 （¥135,000）
25 F2 D1 N φ73 ¥130,680 （¥121,000） ¥130,680 （¥121,000） ¥145,800 （¥135,000）

20×9 5 114.3

50 F1 L2 N φ73 ¥131,760 （¥122,000） ¥131,760 （¥122,000） ¥146,880 （¥136,000）
45 F1 L3 N φ73 ¥131,760 （¥122,000） ¥131,760 （¥122,000） ¥146,880 （¥136,000）
40 F1 L3 N φ73 ¥131,760 （¥122,000） ¥131,760 （¥122,000） ¥146,880 （¥136,000）
35 F1 L3 N φ73 ¥131,760 （¥122,000） ¥131,760 （¥122,000） ¥146,880 （¥136,000）
30 F1 L3 N φ73 ¥131,760 （¥122,000） ¥131,760 （¥122,000） ¥146,880 （¥136,000）
20 F1 D1 N φ73 ¥131,760 （¥122,000） ¥131,760 （¥122,000） ¥146,880 （¥136,000）

20×9½ 5 114.3
45 F1 D0 N φ73 ¥132,840 （¥123,000） ¥132,840 （¥123,000） ¥147,960 （¥137,000）
40 F1 D0 N φ73 ¥132,840 （¥123,000） ¥132,840 （¥123,000） ¥147,960 （¥137,000）
35 F2 D1 N φ73 ¥132,840 （¥123,000） ¥132,840 （¥123,000） ¥147,960 （¥137,000）

20×10 5 114.3
50 F1 D0 N φ73 ¥133,920 （¥124,000） ¥133,920 （¥124,000） ¥149,040 （¥138,000）
45 F1 D0 N φ73 ¥133,920 （¥124,000） ¥133,920 （¥124,000） ¥149,040 （¥138,000）
35 F1 D1 N φ73 ¥133,920 （¥124,000） ¥133,920 （¥124,000） ¥149,040 （¥138,000）

20×10½ 5 114.3

50 F2 D1 N φ73 ¥135,000 （¥125,000） ¥135,000 （¥125,000） ¥150,120 （¥139,000）
45 F2 D1 N φ73 ¥135,000 （¥125,000） ¥135,000 （¥125,000） ¥150,120 （¥139,000）
30 F2 D3 N φ73 ¥135,000 （¥125,000） ¥135,000 （¥125,000） ¥150,120 （¥139,000）
20 F2 D4 N φ73 ¥135,000 （¥125,000） ¥135,000 （¥125,000） ¥150,120 （¥139,000）

20×11 5 114.3
15 F2 D5 N φ73 ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥151,200 （¥140,000）
5 F2 D5 N φ73 ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥151,200 （¥140,000）

For Japanese（Hole-P.C.D.=5-120）
19 19×8½ 5 120 35 F1 L3 N φ60 M14×P1.5 ¥95,040 （¥88,000） ¥95,040 （¥88,000） ¥110,160 （¥102,000）

19×9½ 5 120 35 F3 D1 R φ60 M14×P1.5 ¥97,200 （¥90,000） ¥97,200 （¥90,000） ¥112,320 （¥104,000）

20 20×9 5 120 35 F1 D0 N φ60 M14×P1.5 ¥131,760 （¥122,000） ¥131,760 （¥122,000） ¥146,880 （¥136,000）
20×10½ 5 120 40 F2 D2 N φ60 M14×P1.5 ¥135,000 （¥125,000） ¥135,000 （¥125,000） ¥150,120 （¥139,000）

SIZE&PRICE LIST for Prodrive GC-0100 SIZE&PRICE LIST for Prodrive GC-05N



14 Prodrive 15Prodrive

For Japanese（Hole-P.C.D.=4-100）
Inch Size Hole P.C.D. Inset FACE DISK p-linker RIM

深さ
RIM
形状

ハブ
孔径

付属
ナット

メーカー希望小売価格（COLOR別）
備考AG BB BW FB AG/R BS/R MB/R BF ★BPR

税込 （本体価格） 税込 （本体価格） 税込 （本体価格） 税込 （本体価格） 税込 （本体価格） 税込 （本体価格） 税込 （本体価格） 税込 （本体価格） 税込 （本体価格）

15 15×6½ 4 100 43 F1 L1 無 S N φ56 ¥50,760 （¥47,000） ¥50,760 （¥47,000） ¥50,760 （¥47,000） ¥50,760 （¥47,000） ¥50,760 （¥47,000）
30 F1 L1 無 S N φ56 ¥50,760 （¥47,000） ¥50,760 （¥47,000） ¥50,760 （¥47,000） ¥50,760 （¥47,000） ¥50,760 （¥47,000）

For Japanese（Hole-P.C.D.=5-100）
16 16×7 5 100 48 F1 L1 無 S N φ56 ¥60,480 （¥56,000） ¥60,480 （¥56,000） ¥60,480 （¥56,000） ¥60,480 （¥56,000） ¥60,480 （¥56,000）

17

17×7 5 100 48 F1 L1 無 S R φ56 ¥69,120 （¥64,000） ¥69,120 （¥64,000） ¥69,120 （¥64,000） ¥69,120 （¥64,000） ¥69,120 （¥64,000）
17×7½ 5 100 50 F1 L1 無 S R φ56 ¥70,200 （¥65,000） ¥70,200 （¥65,000） ¥70,200 （¥65,000） ¥70,200 （¥65,000） ¥70,200 （¥65,000）

17×8 5 100 45 F1 L1 無 S R φ56 ¥71,280 （¥66,000） ¥71,280 （¥66,000） ¥71,280 （¥66,000） ¥71,280 （¥66,000） ¥71,280 （¥66,000） B
35 F1 L1 無 S R φ56 ¥71,280 （¥66,000） ¥71,280 （¥66,000） ¥71,280 （¥66,000） ¥71,280 （¥66,000） ¥71,280 （¥66,000）

17×9 5 100 35 F1 D1 無 SL R φ56 ¥73,440 （¥68,000） ¥73,440 （¥68,000） ¥73,440 （¥68,000） ¥73,440 （¥68,000） ¥73,440 （¥68,000）

18

18×7 5 100 46 F1 L1 有 − N φ56 ¥83,160 （¥77,000） ¥83,160 （¥77,000） ¥83,160 （¥77,000） ¥83,160 （¥77,000） ¥83,160 （¥77,000） ¥83,160 （¥77,000） ¥83,160 （¥77,000） ¥83,160 （¥77,000）
18×7½ 5 100 48 F1 L1 有 − N φ56 ¥84,240 （¥78,000） ¥84,240 （¥78,000） ¥84,240 （¥78,000） ¥84,240 （¥78,000） ¥84,240 （¥78,000） ¥84,240 （¥78,000） ¥84,240 （¥78,000） ¥84,240 （¥78,000） B
18×8 5 100 48 F1 L2 有 − N φ56 ¥85,320 （¥79,000） ¥85,320 （¥79,000） ¥85,320 （¥79,000） ¥85,320 （¥79,000） ¥85,320 （¥79,000） ¥85,320 （¥79,000） ¥85,320 （¥79,000） ¥85,320 （¥79,000） B

18×8½ 5 100 44 F2 L3 有 − N φ56 ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000）
18×9½ 5 100 44 F2 D1 有 − N φ56 ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） B

19
19×8 5 100 50 F1 L1 有 − N φ56 ¥99,360 （¥92,000） ¥99,360 （¥92,000） ¥99,360 （¥92,000） ¥99,360 （¥92,000） ¥99,360 （¥92,000） ¥99,360 （¥92,000） ¥114,480 （¥106,000） ¥99,360 （¥92,000） B

19×8½ 5 100 43 F2 L3 有 − N φ56 ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥115,560 （¥107,000） ¥100,440 （¥93,000）
19×9½ 5 100 43 F3 D1 有 − N φ56 ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥117,720 （¥109,000） ¥102,600 （¥95,000）

20 20×8½ 5 100 45 F1 L3 有 − N φ56 ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥151,200 （¥140,000） ¥136,080 （¥126,000）
20×9 5 100 42 F1 D1 有 − N φ56 ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥152,280 （¥141,000） ¥137,160 （¥127,000） B

For Japanese（Hole-P.C.D.=5-114.3）

17

17×7½ 5 114.3 50 F1 L1 無 S R φ73 ¥70,200 （¥65,000） ¥70,200 （¥65,000） ¥70,200 （¥65,000） ¥70,200 （¥65,000） ¥70,200 （¥65,000）
40 F1 L1 無 S R φ73 ¥70,200 （¥65,000） ¥70,200 （¥65,000） ¥70,200 （¥65,000） ¥70,200 （¥65,000） ¥70,200 （¥65,000）

17×8 5 114.3
45 F1 L1 無 S R φ73 ¥71,280 （¥66,000） ¥71,280 （¥66,000） ¥71,280 （¥66,000） ¥71,280 （¥66,000） ¥71,280 （¥66,000）
40 F1 L1 無 SL R φ73 ¥71,280 （¥66,000） ¥71,280 （¥66,000） ¥71,280 （¥66,000） ¥71,280 （¥66,000） ¥71,280 （¥66,000）
36 F1 L1 無 S R φ73 ¥71,280 （¥66,000） ¥71,280 （¥66,000） ¥71,280 （¥66,000） ¥71,280 （¥66,000） ¥71,280 （¥66,000）

17×8½ 5 114.3 53 F1 L1 無 S R φ73 ¥72,360 （¥67,000） ¥72,360 （¥67,000） ¥72,360 （¥67,000） ¥72,360 （¥67,000） ¥72,360 （¥67,000）
40 F1 L1 無 SL R φ73 ¥72,360 （¥67,000） ¥72,360 （¥67,000） ¥72,360 （¥67,000） ¥72,360 （¥67,000） ¥72,360 （¥67,000）

17×9 5 114.3 63 F1 L1 無 S R φ73 ¥73,440 （¥68,000） ¥73,440 （¥68,000） ¥73,440 （¥68,000） ¥73,440 （¥68,000） ¥73,440 （¥68,000）

17×9½ 5 114.3
50 F1 L1 無 S R φ73 ¥74,520 （¥69,000） ¥74,520 （¥69,000） ¥74,520 （¥69,000） ¥74,520 （¥69,000） ¥74,520 （¥69,000）
40 F1 L1 無 L R φ73 ¥74,520 （¥69,000） ¥74,520 （¥69,000） ¥74,520 （¥69,000） ¥74,520 （¥69,000） ¥74,520 （¥69,000）
25 F1 L1 無 L R φ73 ¥74,520 （¥69,000） ¥74,520 （¥69,000） ¥74,520 （¥69,000） ¥74,520 （¥69,000） ¥74,520 （¥69,000）

18

18×7½ 5 114.3 50 F1 L1 有 − N φ73 ¥84,240 （¥78,000） ¥84,240 （¥78,000） ¥84,240 （¥78,000） ¥84,240 （¥78,000） ¥84,240 （¥78,000） ¥84,240 （¥78,000） ¥84,240 （¥78,000） ¥84,240 （¥78,000）
40 F1 L1 有 − N φ73 ¥84,240 （¥78,000） ¥84,240 （¥78,000） ¥84,240 （¥78,000） ¥84,240 （¥78,000） ¥84,240 （¥78,000） ¥84,240 （¥78,000） ¥84,240 （¥78,000） ¥84,240 （¥78,000）

18×8 5 114.3 48 F1 L2 有 − N φ73 ¥85,320 （¥79,000） ¥85,320 （¥79,000） ¥85,320 （¥79,000） ¥85,320 （¥79,000） ¥85,320 （¥79,000） ¥85,320 （¥79,000） ¥85,320 （¥79,000） ¥85,320 （¥79,000）
38 F1 L2 有 − N φ73 ¥85,320 （¥79,000） ¥85,320 （¥79,000） ¥85,320 （¥79,000） ¥85,320 （¥79,000） ¥85,320 （¥79,000） ¥85,320 （¥79,000） ¥85,320 （¥79,000） ¥85,320 （¥79,000）

18×8½ 5 114.3
51 F1 L2 有 − N φ73 ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000）
40 F1 L3 有 − N φ73 ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000）
30 F2 L3 有 − N φ73 ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000） ¥86,400 （¥80,000）

18×9 5 114.3
46 F1 L3 有 − N φ73 ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000）
35 F2 D1 有 − N φ73 ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000）
25 F2 D1 有 − N φ73 ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000）

18×9½ 5 114.3

50 F1 L3 有 − N φ73 ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000）
38 F2 D1 有 − N φ73 ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000）
25 F2 D1 有 − N φ73 ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000）
12 F3 D2 有 − N φ73 ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000） ¥88,560 （¥82,000）

18×10 5 114.3

40 F2 D1 有 − N φ73 ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000）
28 F3 D2 有 − N φ73 ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000）
20 F3 D3 有 − N φ73 ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000）
15 F3 D3 有 − N φ73 ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000）
8 F3 D4 有 − N φ73 ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000） ¥89,640 （¥83,000）

18×10½ 5 114.3 24 F3 D2 有 − N φ73 ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000）
15 F3 D3 有 − N φ73 ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000） ¥90,720 （¥84,000）

19

19×8 5 114.3 50 F1 L2 有 − N φ73 ¥99,360 （¥92,000） ¥99,360 （¥92,000） ¥99,360 （¥92,000） ¥99,360 （¥92,000） ¥99,360 （¥92,000） ¥99,360 （¥92,000） ¥114,480 （¥106,000） ¥99,360 （¥92,000）

19×8½ 5 114.3 45 F1 L2 有 − N φ73 ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥115,560 （¥107,000） ¥100,440 （¥93,000）
35 F1 L3 有 − N φ73 ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥115,560 （¥107,000） ¥100,440 （¥93,000）

19×9 5 114.3
45 F1 L3 有 − N φ73 ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥116,640 （¥108,000） ¥101,520 （¥94,000）
35 F2 L3 有 − N φ73 ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥116,640 （¥108,000） ¥101,520 （¥94,000）
25 F3 D1 有 − N φ73 ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥116,640 （¥108,000） ¥101,520 （¥94,000）

19×9½ 5 114.3
48 F2 L3 有 − N φ73 ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥117,720 （¥109,000） ¥102,600 （¥95,000）
38 F3 D1 有 − N φ73 ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥117,720 （¥109,000） ¥102,600 （¥95,000）
25 F3 D1 有 − N φ73 ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000） ¥117,720 （¥109,000） ¥102,600 （¥95,000）

19×10 5 114.3 40 F3 D1 有 − N φ73 ¥103,680 （¥96,000） ¥103,680 （¥96,000） ¥103,680 （¥96,000） ¥103,680 （¥96,000） ¥103,680 （¥96,000） ¥103,680 （¥96,000） ¥118,800 （¥110,000） ¥103,680 （¥96,000）
30 F3 D3 有 − N φ73 ¥103,680 （¥96,000） ¥103,680 （¥96,000） ¥103,680 （¥96,000） ¥103,680 （¥96,000） ¥103,680 （¥96,000） ¥103,680 （¥96,000） ¥118,800 （¥110,000） ¥103,680 （¥96,000）

19×10½ 5 114.3 22 F3 D3 有 − N φ73 ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥119,880 （¥111,000） ¥104,760 （¥97,000）
17 F3 D3 有 − N φ73 ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000） ¥119,880 （¥111,000） ¥104,760 （¥97,000）

19×11 5 114.3 24 F3 D4 有 − N φ73 ¥105,840 （¥98,000） ¥105,840 （¥98,000） ¥105,840 （¥98,000） ¥105,840 （¥98,000） ¥105,840 （¥98,000） ¥105,840 （¥98,000） ¥120,960 （¥112,000） ¥105,840 （¥98,000）

20

20×8½ 5 114.3

45 F1 L1 有 − N φ73 ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥151,200 （¥140,000） ¥136,080 （¥126,000）
40 F1 L3 有 − N φ73 ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥151,200 （¥140,000） ¥136,080 （¥126,000）
35 F1 L3 有 − N φ73 ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥151,200 （¥140,000） ¥136,080 （¥126,000）
25 F2 D1 有 − N φ73 ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000） ¥151,200 （¥140,000） ¥136,080 （¥126,000）

20×9 5 114.3

45 F1 L3 有 − N φ73 ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥152,280 （¥141,000） ¥137,160 （¥127,000）
42 F1 L3 有 − N φ73 ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥152,280 （¥141,000） ¥137,160 （¥127,000）
35 F1 L3 有 − N φ73 ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥152,280 （¥141,000） ¥137,160 （¥127,000）
20 F1 D1 有 − N φ73 ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥152,280 （¥141,000） ¥137,160 （¥127,000）

20×9½ 5 114.3 40 F1 D1 有 − N φ73 ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥153,360 （¥142,000） ¥138,240 （¥128,000）
25 F2 D2 有 − N φ73 ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000） ¥153,360 （¥142,000） ¥138,240 （¥128,000）

20×10 5 114.3

45 F1 D1 有 − N φ73 ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥154,440 （¥143,000） ¥139,320 （¥129,000）
35 F2 D2 有 − N φ73 ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥154,440 （¥143,000） ¥139,320 （¥129,000）
30 F2 D3 有 − N φ73 ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥154,440 （¥143,000） ¥139,320 （¥129,000）
22 F2 D4 有 − N φ73 ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥154,440 （¥143,000） ¥139,320 （¥129,000）

20×10½ 5 114.3 48 F1 D1 有 − N φ73 ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥155,520 （¥144,000） ¥140,400 （¥130,000）
24 F2 D4 有 − N φ73 ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥140,400 （¥130,000） ¥155,520 （¥144,000） ¥140,400 （¥130,000）

20×11 5 114.3 24 F3 D4 有 − N φ73 ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥156,600 （¥145,000） ¥141,480 （¥131,000）
15 F3 D4 有 − N φ73 ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000） ¥156,600 （¥145,000） ¥141,480 （¥131,000）

For Japanese（Hole-P.C.D.=5-120）
19 19×9 5 120 35 F2 L3 有 − N φ60 M14×P1.5 ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥116,640 （¥108,000） ¥101,520 （¥94,000）

20 20×9 5 120 32 F1 D1 有 − N φ60 M14×P1.5 ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000） ¥152,280 （¥141,000） ¥137,160 （¥127,000）
20×10 5 120 32 F2 D3 有 − N φ60 M14×P1.5 ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥139,320 （¥129,000） ¥154,440 （¥143,000） ¥139,320 （¥129,000）

FORGED

● 一部サイズについては開発中のため、価格・サイズ/スペック等が変更となる可能性がございます。また、サイズ別に受注開始時期が異なります。開発
状況により受注開始時期が前後する可能性がございますので、予めご了承ください。詳細につきましては、販売店・販売会社までお問い合わせください。

● 受注生産品です。受注翌月より最大で約3ヶ月程、お届けまでに時間を頂く場合がございます。また生産状況によっては、左記以上に納期が 
かかる場合がございますので、予めご了承ください。詳しくは販売店・販売会社までお問い合わせください。

●価格は、ホイール1本とCAP（15インチ除く）、バルブ、ナット（一部サイズ）、アダプター（同梱）付メーカー希望小売価格です。
●COLOR：AG＝オルタナティブゴールド、BB＝ブリティッシュブラック、BW＝ブリティッシュホワイト、FB＝フラットブラック、AG/R＝オルタナティブゴー

ルド/マシーンドリム、BS/R＝ブリティッシュシルバー/マシーンドリム、MB/R＝マイスターブラック/マシーンドリム、BF＝ブラッシュドフィニッシュ、
BPR＝ブリティッシュパールレッド

●★印はEXCLUSIVE MODELです。詳しくは16ページをご参照ください。
●サイズによりCOLOR設定が異なります。詳しくはサイズ表中「COLOR」をご参照ください。
●サイズによりハブ孔径が異なります。詳しくはサイズ表中「ハブ孔径」をご参照ください。
●サイズによりディスクタイプ（センター部深さ）、フェイスタイプ（スポークアール）が異なります。詳しくは、サイズ表中「DISK」、「FACE」、もしくは 

商品写真をご参照ください。
●15、16、17インチサイズ（p-linker無）は、他18、19、20インチサイズ（p-linker有）とデザインが異なります。詳しくは商品写真、もしくはCG画像を 

ご参照ください。
●15、16、17インチサイズ（p-linker無）は、RIM深さが異なります。詳しくはサイズ表中「RIM深さ」をご参照ください。（S：約30㎜、SL：約45㎜、L：約50㎜）

●ハブ孔径φ73、ハブカラー記号B（外径φ73のハブカラー）になります。（P.C.D.＝100はハブ孔径がφ56、P.C.D.＝120はハブ孔径がφ60になり 
ますのでご注意ください）

●取付孔形状は、60°テーパー座ナット対応となっております。
●リム形状は17インチはリバース（R）、それ以外のサイズはノーマル（N）となります。
●15インチは、CAPが同梱されておりません。GC-05N適用のオプションCAPもしくはGC-010E適用CAPが装着可能です。
　ただし、CAP装着状態での車両へのホイールの装着可否は車両により異なりますので販売店・販売会社にお問い合わせください。
●スポークとリム結合部に2本のボルト締めにて装着されているp-linker （アルミ削り出しエクステンション）は、取り外さないでください。
　故意に外そうとすると、ボルトの緩み、パーツの脱落等が発生する可能性があり、大変危険ですので、絶対におやめください。
●B印は、Prodrive GCシリーズ／Hole-P.C.D.＝5-100サイズのうち、スバル純正ブレンボキャリパー対応サイズです。
●車体からタイヤ・ ホイール（含むCAP） がはみ出さないようにしてください。オーバーフェンダーになるような装着、およびフェンダー加工、

車両の不正改造等による装着は法令で禁止されています。絶対に避けてください。また、純正タイヤサイズより選定したタイヤ・ホイールサイズが
太くなる場合は、車両静止状態で干渉、はみ出しが無い場合でも走行時フェンダーへの接触の可能性がありますので、あわせてご確認ください。

●装着されるタイヤの銘柄サイズによりましては、車両への干渉やはみ出しが発生する可能性がありますので、必ず現車でご確認ください。
●当商品につきましてはランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際に

は、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。
●P.C.D.＝120のアルミホイールは、BMW（X5 7人乗り、X5［F15］、ActiveHybrid X6）、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。

For Japanese（Hole-P.C.D.＝5-100）

Inch Size Hole P.C.D. Inset FACE DISK RIM
形状

ハブ
孔径

付属
ハブカラー 付属ボルト

メーカー希望小売価格（COLOR別）
備考BB BR BS BW FB

税込 （本体価格） 税込 （本体価格） 税込 （本体価格） 税込 （本体価格） 税込 （本体価格）
17 17×7½ 4 98 38 1 L1 N φ58 M12×P1.25 ¥74,520 （¥69,000） ¥74,520 （¥69,000） ¥74,520 （¥69,000）
18 18×7½ 4 98 38 1 L1 N φ58 M12×P1.25 ¥81,000 （¥75,000） ¥81,000 （¥75,000） ¥81,000 （¥75,000） R

For European（Hole-P.C.D.=4-100）
17 17×7½ 4 100 45 1 L1 N φ56 M12×P1.5 ¥74,520 （¥69,000） ¥74,520 （¥69,000） ¥74,520 （¥69,000）

1 L1 N φ56 M14×P1.25 ¥74,520 （¥69,000） ¥74,520 （¥69,000） ¥74,520 （¥69,000）

For European（Hole-P.C.D.=5-98）
17 17×7½ 5 98 33 1 L1 N φ58 M12×P1.25 ¥74,520 （¥69,000） ¥74,520 （¥69,000） ¥74,520 （¥69,000）

17×8 5 98 35 2 L3 N φ58 M12×P1.25 ¥75,600 （¥70,000） ¥75,600 （¥70,000） ¥75,600 （¥70,000）
18 18×8½ 5 98 42 1 L2 N φ58 M12×P1.25 ¥83,160 （¥77,000） ¥83,160 （¥77,000） ¥83,160 （¥77,000）

For European（Hole-P.C.D.=5-110）
18 18×8 5 110 35 1 L2 N φ65 M14×P1.5 ¥82,080 （¥76,000） ¥82,080 （¥76,000） ¥82,080 （¥76,000）

18×8½ 5 110 40 1 L1 N φ65 M14×P1.5 ¥83,160 （¥77,000） ¥83,160 （¥77,000） ¥83,160 （¥77,000）
19 19×8½ 5 110 42 1 L1 N φ65 M14×P1.5 ¥97,200 （¥90,000） ¥97,200 （¥90,000） ¥97,200 （¥90,000）

For European（Hole-P.C.D.=5-112）
17 17×7½ 5 112 51 1 L1 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥74,520 （¥69,000） ¥74,520 （¥69,000） ¥74,520 （¥69,000） R

45 1 L1 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥74,520 （¥69,000） ¥74,520 （¥69,000） ¥74,520 （¥69,000） R

18
18×8 5 112 50 1 L1 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥82,080 （¥76,000） ¥82,080 （¥76,000） ¥82,080 （¥76,000）

18×8½ 5 112 45 1 L2 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥83,160 （¥77,000） ¥83,160 （¥77,000） ¥83,160 （¥77,000）
40 2 D1 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥83,160 （¥77,000） ¥83,160 （¥77,000） ¥83,160 （¥77,000）

18×9½ 5 112 50 3 D1 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥85,320 （¥79,000） ¥85,320 （¥79,000） ¥85,320 （¥79,000）

19

19×8 5 112 50 1 L1 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥96,120 （¥89,000） ¥96,120 （¥89,000） ¥96,120 （¥89,000）

19×8½ 5 112 42 1 L2 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥97,200 （¥90,000） ¥97,200 （¥90,000） ¥97,200 （¥90,000）
1 L2 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥97,200 （¥90,000） ¥97,200 （¥90,000） ¥97,200 （¥90,000）

19×9½ 5 112 50 2 L3 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000）
2 L3 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000）

29 2 D1 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000）

20

20×8½ 5 112 35 1 L2 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥133,920（¥124,000） ¥133,920（¥124,000）

20×9 5 112
48 2 L3 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥136,620（¥126,500） ¥136,620（¥126,500）

2 L3 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥136,620（¥126,500） ¥136,620（¥126,500）

42 2 L3 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥136,620（¥126,500） ¥136,620（¥126,500）
2 L3 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥136,620（¥126,500） ¥136,620（¥126,500）

20×9½ 5 112 29 2 D2 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥139,320（¥129,000） ¥139,320（¥129,000）
20×10½ 5 112 29 2 D2 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 ¥144,720（¥134,000） ¥144,720（¥134,000）
20×11 5 112 45 2 D2 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 ¥147,420（¥136,500） ¥147,420（¥136,500）

For European（Hole-P.C.D.=5-120）

18

18×8 5 120 45 1 L2 N φ72.5 M12×P1.5 ¥82,080 （¥76,000） ¥82,080 （¥76,000） ¥82,080 （¥76,000）
34 2 L3 N φ72.5 M14×P1.25 ¥82,080 （¥76,000） ¥82,080 （¥76,000） ¥82,080 （¥76,000）

18×8½ 5 120 35 2 D1 N φ72.5 M12×P1.5 ¥83,160 （¥77,000） ¥83,160 （¥77,000） ¥83,160 （¥77,000）
25 2 D3 N φ72.5 M12×P1.5 ¥83,160 （¥77,000） ¥83,160 （¥77,000） ¥83,160 （¥77,000）

18×9½ 5 120 25 2 D4 N φ72.5 M12×P1.5 ¥85,320 （¥79,000） ¥85,320 （¥79,000） ¥85,320 （¥79,000）
18×10½ 5 120 24 2 D4 N φ72.5 M12×P1.5 ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000） ¥87,480 （¥81,000）

19

19×8 5 120 44 1 L2 N φ72.5 M12×P1.5 ¥96,120 （¥89,000） ¥96,120 （¥89,000） ¥96,120 （¥89,000）
19×8½ 5 120 35 1 L2 N φ72.5 M12×P1.5 ¥97,200 （¥90,000） ¥97,200 （¥90,000） ¥97,200 （¥90,000）

19×9 5 120 51 1 L2 N φ72.5 M12×P1.5 ¥98,280 （¥91,000） ¥98,280 （¥91,000） ¥98,280 （¥91,000）
20 2 D2 N φ72.5 M12×P1.5 ¥98,280 （¥91,000） ¥98,280 （¥91,000） ¥98,280 （¥91,000）

19×9½ 5 120 35 2 D1 N φ72.5 M12×P1.5 ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000）
19×10 5 120 22 2 D2 N φ72.5 M12×P1.5 ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000）

20
20×8 5 120 40 1 L2 N φ72.5 M14×P1.25 ¥131,220（¥121,500） ¥131,220（¥121,500）
20×9 5 120 17 2 D3 N φ72.5 M12×P1.5 ¥136,620（¥126,500） ¥136,620（¥126,500）

20×10½ 5 120 24 2 D3 N φ72.5 M12×P1.5 ¥144,720（¥134,000） ¥144,720（¥134,000）

Inch Size Hole P.C.D. Inset FACE DISK RIM
形状

ハブ
孔径 付属ナット

メーカー希望小売価格（COLOR別）
備考BB BR BS BW FB

税込 （本体価格） 税込 （本体価格） 税込 （本体価格） 税込 （本体価格） 税込 （本体価格）
17 17×7½ 5 100 51 1 L1 N φ73 ¥72,360 （¥67,000） ¥72,360 （¥67,000） ¥72,360 （¥67,000） B

18
18×7½ 5 100 51 1 L1 N φ73 ¥78,840 （¥73,000） ¥78,840 （¥73,000） ¥78,840 （¥73,000） B、R
18×8 5 100 45 1 L2 N φ73 ¥79,920 （¥74,000） ¥79,920 （¥74,000） ¥79,920 （¥74,000） B

18×8½ 5 100 45 2 L2 N φ73 ¥81,000 （¥75,000） ¥81,000 （¥75,000） ¥81,000 （¥75,000）
18×9½ 5 100 45 3 D1 N φ73 ¥83,160 （¥77,000） ¥83,160 （¥77,000） ¥83,160 （¥77,000） B

19 19×8 5 100 50 1 L1 N φ73 ¥93,960 （¥87,000） ¥93,960 （¥87,000） ¥93,960 （¥87,000） B
19×8½ 5 100 48 1 L2 N φ73 ¥95,040 （¥88,000） ¥95,040 （¥88,000） ¥95,040 （¥88,000） B

20 20×8½ 5 100 50 1 L2 N φ73 ¥131,760 （¥122,000） ¥131,760 （¥122,000）
20×9 5 100 45 2 D1 N φ73 ¥134,460 （¥124,500） ¥134,460 （¥124,500）

For Japanese（Hole-P.C.D.＝5-114.3）

17
17×7½ 5 114.3 51 1 L1 N φ73 ¥72,360 （¥67,000） ¥72,360 （¥67,000） ¥72,360 （¥67,000）

44 1 L1 N φ73 ¥72,360 （¥67,000） ¥72,360 （¥67,000） ¥72,360 （¥67,000）
17×8½ 5 114.3 55 1 L1 N φ73 ¥74,520 （¥69,000） ¥74,520 （¥69,000） ¥74,520 （¥69,000）
17×9½ 5 114.3 44 1 L2 N φ73 ¥76,680 （¥71,000） ¥76,680 （¥71,000） ¥76,680 （¥71,000）

18

18×7½ 5 114.3 51 1 L1 N φ73 ¥78,840 （¥73,000） ¥78,840 （¥73,000） ¥78,840 （¥73,000） R
18×8 5 114.3 38 1 L2 N φ73 ¥79,920 （¥74,000） ¥79,920 （¥74,000） ¥79,920 （¥74,000）

18×8½ 5 114.3 48 1 L1 N φ73 ¥81,000 （¥75,000） ¥81,000 （¥75,000） ¥81,000 （¥75,000）
32 1 L2 N φ73 ¥81,000 （¥75,000） ¥81,000 （¥75,000） ¥81,000 （¥75,000）

18×9 5 114.3
45 2 D1 N φ73 ¥82,080 （¥76,000） ¥82,080 （¥76,000） ¥82,080 （¥76,000） ¥82,080 （¥76,000）
35 1 L2 N φ73 ¥82,080 （¥76,000） ¥82,080 （¥76,000） ¥82,080 （¥76,000）
25 2 D2 N φ73 ¥82,080 （¥76,000） ¥82,080 （¥76,000） ¥82,080 （¥76,000）

18×9½ 5 114.3 45 2 D2 N φ73 ¥83,160 （¥77,000） ¥83,160 （¥77,000） ¥83,160 （¥77,000）
15 2 D3 N φ73 ¥83,160 （¥77,000） ¥83,160 （¥77,000） ¥83,160 （¥77,000） ¥83,160 （¥77,000）

18×10 5 114.3 30 2 D3 N φ73 ¥84,240 （¥78,000） ¥84,240 （¥78,000） ¥84,240 （¥78,000）

18×10½ 5 114.3 24 2 D3 N φ73 ¥85,320 （¥79,000） ¥85,320 （¥79,000） ¥85,320 （¥79,000）
12 2 D3 N φ73 ¥85,320 （¥79,000） ¥85,320 （¥79,000） ¥85,320 （¥79,000）

19

19×8 5 114.3 50 1 L1 N φ73 ¥93,960 （¥87,000） ¥93,960 （¥87,000） ¥93,960 （¥87,000）
44 1 L1 N φ73 ¥93,960 （¥87,000） ¥93,960 （¥87,000） ¥93,960 （¥87,000）

19×8½ 5 114.3 45 1 L1 N φ73 ¥95,040 （¥88,000） ¥95,040 （¥88,000） ¥95,040 （¥88,000）
35 1 L2 N φ73 ¥95,040 （¥88,000） ¥95,040 （¥88,000） ¥95,040 （¥88,000）

19×9½ 5 114.3
45 2 L3 N φ73 ¥98,280 （¥91,000） ¥98,280 （¥91,000） ¥98,280 （¥91,000）
35 2 L3 N φ73 ¥98,280 （¥91,000） ¥98,280 （¥91,000） ¥98,280 （¥91,000）
25 2 D1 N φ73 ¥98,280 （¥91,000） ¥98,280 （¥91,000） ¥98,280 （¥91,000）

19×10 5 114.3 30 2 D1 N φ73 ¥99,360 （¥92,000） ¥99,360 （¥92,000） ¥99,360 （¥92,000）

19×10½ 5 114.3 24 2 D1 N φ73 ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000）
17 2 D2 N φ73 ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000）

19×11 5 114.3 25 2 D2 N φ73 ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000）

20

20×8½ 5 114.3 40 1 L2 N φ73 ¥131,760 （¥122,000） ¥131,760 （¥122,000）
20×9 5 114.3 32 2 D2 N φ73 ¥134,460 （¥124,500） ¥134,460 （¥124,500）

20×9½ 5 114.3 45 2 L3 N φ73 ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000）
35 2 D2 N φ73 ¥137,160 （¥127,000） ¥137,160 （¥127,000）

20×10 5 114.3 40 2 D1 N φ73 ¥139,860 （¥129,500） ¥139,860 （¥129,500）
20×10½ 5 114.3 24 2 D3 N φ73 ¥142,560 （¥132,000） ¥142,560 （¥132,000）
20×11 5 114.3 25 2 D2 N φ73 ¥145,260 （¥134,500） ¥145,260 （¥134,500）

For Japanese（Hole-P.C.D.＝5-120）
18 18×8½ 5 120 32 2 D1 N φ73 M14×P1.5 ¥81,000 （¥75,000） ¥81,000 （¥75,000） ¥81,000 （¥75,000）

19 19×8½ 5 120 35 1 L2 N φ73 M14×P1.5 ¥95,040 （¥88,000） ¥95,040 （¥88,000） ¥95,040 （¥88,000）
19×9½ 5 120 35 2 L3 N φ73 M14×P1.5 ¥98,280 （¥91,000） ¥98,280 （¥91,000） ¥98,280 （¥91,000）

20 20×9 5 120 32 2 D1 N φ73 M14×P1.5 ¥134,460 （¥124,500） ¥134,460 （¥124,500）
20×10 5 120 35 2 D1 N φ73 M14×P1.5 ¥139,860 （¥129,500） ¥139,860 （¥129,500）

● 受注生産品です。受注翌月より最大で約3ヶ月程、お届けまでに時間を頂く場合がございます。また生産状況によっては、左記以上に納期が 
かかる場合がございますので、予めご了承ください。詳しくは販売店・販売会社までお問い合わせください。

●価格は、ホイール1本とCAP、バルブ、ボルト、ハブカラー（一部サイズ）、アダプター（同梱）付メーカー希望小売価格です。
●COLOR：BB＝ブリティッシュブラック、BR＝ブリティッシュレッド、BS＝ブリティッシュシルバー、BW＝ブリティッシュホワイト、FB＝フラットブラック
●サイズによりCOLOR設定が異なります。詳しくはサイズ表中「COLOR」をご参照ください。
●サイズによりハブ孔径が異なります。詳しくはサイズ表中「ハブ孔径」をご参照ください。
●サイズによりディスクタイプ（センター部深さ）、フェイスタイプ（スポークアール）が異なります。詳しくはサイズ表中「DISK」、「FACE」、もしくは 

商品写真をご参照ください。
●取付孔形状は60°テーパー座ボルト対応となっております。
●リム形状はすべてノーマル（N）となります。
●R印は、ランフラットタイヤでのゼロプレッシャー走行に対応したホイールです。
　ただし、装着可能な車種およびタイヤには制限がございますので、詳しくは、販売店・販売会社にお問い合わせください。

● 受注生産品です。受注翌月より最大で約3ヶ月程、お届けまでに時間を頂く場合がございます。また生産状況によっては、左記以上に納期が 
かかる場合がございますので、予めご了承ください。詳しくは販売店・販売会社までお問い合わせください。

●価格は、ホイール1本とCAP、バルブ、ナット（一部サイズ）、アダプター（同梱）付メーカー希望小売価格です。
●COLOR：BB＝ブリティッシュブラック、BR＝ブリティッシュレッド、BS＝ブリティッシュシルバー、BW＝ブリティッシュホワイト、FB＝フラットブラック
●サイズによりCOLOR設定が異なります。詳しくはサイズ表中「COLOR」をご参照ください。
●サイズによりディスクタイプ（センター部深さ）、フェイスタイプ（スポークアール）が異なります。詳しくはサイズ表中「DISK」、「FACE」、もしくは 

商品写真をご参照ください。
●取付孔形状は60°テーパー座ナット対応となっております。
●当商品はハブカラー記号B（外径φ73のハブカラー）になります。
●リム形状はすべてノーマル（N）となります。

●For Europeanサイズに同梱されているボルトの色は全てシルバー（メッキ） となりますが（2017年1月1日現在）、 商品の開発状況により、 
変更される場合があります。

●車体からタイヤ・ホイール（含むCAP）がはみ出さないようにしてください。オーバーフェンダーになるような装着、およびフェンダー加工、車両の 
不正改造等による装着は法令で禁止されています。絶対に避けてください。また、純正タイヤサイズより選定したタイヤ・ホイールサイズが太く 
なる場合は、車両静止状態で干渉、はみ出しが無い場合でも走行時フェンダーへの接触の可能性がありますので、あわせてご確認ください。

●装着されるタイヤの銘柄サイズによりましては、車両への干渉やはみ出しが発生する可能性がありますので、必ず現車でご確認ください。
●R印が付いたホイール以外の商品はランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着 

車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペア 
タイヤに交換してください。

●P.C.D.＝112のアルミホイールは、メルセデスベンツ（GLクラス、R550 4MATIC、R350 4MATIC 2012〜、ML63 4MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、 
Vクラス（W447））、ベントレー、マイバッハには装着できません。

●P.C.D.＝120のアルミホイールは、BMW（X5 7人乗り、X5［F15］、ActiveHybrid X6）、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。

●B印は、Prodrive GCシリーズ／Hole-P.C.D.＝5-100サイズのうち、スバル純正ブレンボキャリパー対応サイズです。
●R印は、ランフラットタイヤでのゼロプレッシャー走行に対応したホイールです。ただし、装着可能な車種およびタイヤには制限がございますので、

詳しくは、販売店・販売会社にお問い合わせください。
●車体からタイヤ・ホイール（含むCAP）がはみ出さないようにしてください。オーバーフェンダーになるような装着、およびフェンダー加工、車両の

不正改造等による装着は法令で禁止されています。絶対に避けてください。また、純正タイヤサイズより選定したタイヤ・ホイールサイズが太くな
る場合は、車両静止状態で干渉、はみ出しが無い場合でも走行時フェンダーへの接触の可能性がありますので、あわせてご確認ください。

●装着されるタイヤの銘柄サイズによりましては、車両への干渉やはみ出しが発生する可能性がありますので、必ず現車でご確認ください。
●R印が付いたホイール以外の商品はランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着 

車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペア 
タイヤに交換してください。

●P.C.D.＝120のアルミホイールは、BMW（X5 7人乗り、X5［F15］、ActiveHybrid X6）、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。

For European（Hole-P.C.D.=4-98）
FORGED

SIZE&PRICE LIST for Prodrive GC-05N SIZE&PRICE LIST for Prodrive GC-012L
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当カタログに関するお問い合わせは

　0120-036710 受付時間　平日（月～金）9：30～12：00/13：00～17：30
（祝日・当社指定休日を除く）

A L UMINUM W HE E L Ca t alogue

For European（Hole-P.C.D.=5-112）
Inch Size Hole P.C.D. Inset FACE RIM

形状
ハブ
孔径 付属ボルト

メーカー希望小売価格（COLOR別）
BS MB

税込 （本体価格） 税込 （本体価格）

19

19×8 5 112
50 1 N φ57 M14×P1.5 ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000）
45 1 N φ66.5 M14×P1.5 ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000）
35 1 N φ57 M14×P1.5 ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000）

1 N φ66.5 M14×P1.5 ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000）
19×8½ 5 112 30 1 N φ66.5 M14×P1.5 ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000）

19×9 5 112 50 1 N φ57 M14×P1.5 ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000）
1 N φ66.5 M14×P1.5 ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000）

25 2 N φ66.5 M14×P1.5 ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000）
19×9½ 5 112 30 2 N φ66.5 M14×P1.5 ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000）

20 20×9 5 112 25 2 N φ66.5 M14×P1.5 ¥140,940 （¥130,500） ¥140,940 （¥130,500）
20×10½ 5 112 35 2 N φ66.5 M14×P1.5 ¥149,040 （¥138,000） ¥149,040 （¥138,000）

For European（Hole-P.C.D.=5-120）

19

19×8 5 120 45 1 N φ72.5 M12×P1.5 ¥100,440 （¥93,000） ¥100,440 （¥93,000）

19×8½ 5 120

50 1 N φ72.5 M12×P1.5 ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000）
40 1 N φ72.5 M12×P1.5 ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000）
30 2 N φ72.5 M12×P1.5 ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000）
20 2 N φ72.5 M12×P1.5 ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000）
8 2 N φ72.5 M12×P1.5 ¥101,520 （¥94,000） ¥101,520 （¥94,000）

19×9½ 5 120 30 2 N φ72.5 M12×P1.5 ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000）
20 2 N φ72.5 M12×P1.5 ¥104,760 （¥97,000） ¥104,760 （¥97,000）

20

20×8½ 5 120 30 2 N φ72.5 M12×P1.5 ¥138,240 （¥128,000） ¥138,240 （¥128,000）
20×9 5 120 17 2 N φ72.5 M12×P1.5 ¥140,940 （¥130,500） ¥140,940 （¥130,500）

5 2 N φ72.5 M12×P1.5 ¥140,940 （¥130,500） ¥140,940 （¥130,500）
20×9½ 5 120 30 2 N φ72.5 M12×P1.5 ¥143,640 （¥133,000） ¥143,640 （¥133,000）
20×10 5 120 18 2 N φ72.5 M12×P1.5 ¥146,340 （¥135,500） ¥146,340 （¥135,500）

For Japanese（Hole-P.C.D.=5-100）
Inch Size Hole P.C.D. Inset FACE RIM

形状
ハブ
孔径 付属ナット

メーカー希望小売価格（COLOR別）
備考BS MB

税込 （本体価格） 税込 （本体価格）
19 19×8 5 100 50 1 N φ73 ¥98,280 （¥91,000） ¥98,280 （¥91,000） B

For Japanese（Hole-P.C.D.=5-114.3）

19

19×8 5 114.3 50 1 N φ73 ¥98,280 （¥91,000） ¥98,280 （¥91,000）
40 1 N φ73 ¥98,280 （¥91,000） ¥98,280 （¥91,000）

19×8½ 5 114.3
45 1 N φ73 ¥99,360 （¥92,000） ¥99,360 （¥92,000）
35 1 N φ73 ¥99,360 （¥92,000） ¥99,360 （¥92,000）
25 2 N φ73 ¥99,360 （¥92,000） ¥99,360 （¥92,000）

19×9½ 5 114.3
40 2 N φ73 ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000）
35 2 N φ73 ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000）
25 2 N φ73 ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000）
15 2 N φ73 ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000）

20

20×8½ 5 114.3
40 2 N φ73 ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000）
32 2 N φ73 ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000）
20 2 N φ73 ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000）

20×9½ 5 114.3
40 2 N φ73 ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000）
35 2 N φ73 ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000）
20 2 N φ73 ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000）

20×10½ 5 114.3 24 2 N φ73 ¥146,880 （¥136,000） ¥146,880 （¥136,000）

For Japanese（Hole-P.C.D.=5-120）
19 19×8½ 5 120 35 2 N φ60 M14×P1.5 ¥99,360 （¥92,000） ¥99,360 （¥92,000）

19×9½ 5 120 35 2 N φ60 M14×P1.5 ¥102,600 （¥95,000） ¥102,600 （¥95,000）
20 20×8½ 5 120 32 2 N φ60 M14×P1.5 ¥136,080 （¥126,000） ¥136,080 （¥126,000）

20×9½ 5 120 35 2 N φ60 M14×P1.5 ¥141,480 （¥131,000） ¥141,480 （¥131,000）

FORGED

●数量限定商品です。在庫限りの販売となりますので詳しくは販売店・販売会社にお問い合わせください。
●価格は、ホイール1本とCAP、バルブ、ボルト、アダプター（同梱）付メーカー希望小売価格です。
●COLOR：BS＝ブリティッシュシルバー、MB＝マイスターブラック
●サイズによりハブ孔径が異なります。詳しくはサイズ表中「ハブ孔径」をご参照ください。
●サイズによりフェイスタイプ（スポークアール）が異なります。詳しくはサイズ表中「FACE」、もしくは商品写真をご参照ください。
●取付孔形状は60°テーパー座ボルト対応となっております。
●リム形状はすべてノーマル（N）となります。
●For Europeanサイズに同梱されているボルトの色は全てシルバー（メッキ）となりますが（2017年1月1日現在）、商品の開発状況により、変更され

る場合があります。

●数量限定商品です。在庫限りの販売となりますので詳しくは販売店・販売会社にお問い合わせください。
●価格は、ホイール1本とCAP、バルブ、アダプター（同梱）付メーカー希望小売価格です。
●COLOR：BS＝ブリティッシュシルバー、MB＝マイスターブラック
●サイズによりハブ孔径が異なります。詳しくはサイズ表中「ハブ孔径」をご参照ください。
●サイズによりフェイスタイプ（スポークアール）が異なります。詳しくはサイズ表中「FACE」、もしくは商品写真をご参照ください。
●取付孔形状は60°テーパー座ナット対応となっております。
●当商品はハブ孔径φ73、ハブカラー記号B（外径φ73のハブカラー）になります。（P.C.D.＝120に関しては、ハブ孔径がφ60となりますのでご注意ください。）
●リム形状はすべてノーマル（N）となります。

●車体からタイヤ・ ホイール（含むCAP） がはみ出さないようにしてください。オーバーフェンダーになるような装着、 およびフェンダー加工、
車両の不正改造等による装着は法令で禁止されています。絶対に避けてください。また、純正タイヤサイズより選定したタイヤ・ホイールサイズが
太くなる場合は、車両静止状態で干渉、はみ出しが無い場合でも走行時フェンダーへの接触の可能性がありますので、あわせてご確認ください。

●装着されるタイヤの銘柄サイズによりましては、車両への干渉やはみ出しが発生する可能性がありますので、必ず現車でご確認ください。
●当商品につきましてはランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際に

は、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。
●P.C.D.＝112のアルミホイールは、メルセデスベンツ（GLクラス、R550 4MATIC、R350 4MATIC 2012〜、ML63 4MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、 

Vクラス（W447））、ベントレー、マイバッハには装着できません。
●P.C.D.＝120のアルミホイールは、BMW（X5 7人乗り、X5［F15］、ActiveHybrid X6）、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。

●B印は、Prodrive GCシリーズ／Hole-P.C.D.＝5-100サイズのうち、スバル純正ブレンボキャリパー対応サイズです。
●車体からタイヤ・ ホイール（含むCAP） がはみ出さないようにしてください。オーバーフェンダーになるような装着、 およびフェンダー加工、

車両の不正改造等による装着は法令で禁止されています。絶対に避けてください。また、純正タイヤサイズより選定したタイヤ・ホイールサイズが
太くなる場合は、車両静止状態で干渉、はみ出しが無い場合でも走行時フェンダーへの接触の可能性がありますので、あわせてご確認ください。

●装着されるタイヤの銘柄サイズによりましては、車両への干渉やはみ出しが発生する可能性がありますので、必ず現車でご確認ください。
●当商品につきましてはランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の

際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。
　パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。
●P.C.D.＝120のアルミホイールは、BMW（X5 7人乗り、X5［F15］、ActiveHybrid X6）、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。

For Japanese（Hole-P.C.D.=5-100）
Inch Size Hole P.C.D. Inset FACE RIM

深さ
RIM
形状

ハブ
孔径

メーカー希望小売価格（COLOR別）
FB BS/R MB/R BC

税込 （本体価格） 税込 （本体価格） 税込 （本体価格） 税込 （本体価格）
17 17×7 5 100 45 1 SS N φ56 ¥39,960 （¥37,000） ¥39,960 （¥37,000） ¥39,960 （¥37,000） ¥48,600 （¥45,000）
18 18×7½ 5 100 45 1 SS N φ56 ¥43,200 （¥40,000） ¥43,200 （¥40,000） ¥43,200 （¥40,000） ¥51,840 （¥48,000）

18×8 5 100 48 1 SS N φ56 ¥44,280 （¥41,000） ¥44,280 （¥41,000） ¥44,280 （¥41,000） ¥52,920 （¥49,000）

CAST & RIMSPINNING

●数量限定商品です。在庫限りの販売となりますので詳しくは販売店・販売会社にお問い合わせください。
●価格は、ホイール１本とCAP、バルブ、アダプター（同梱）付メーカー希望小売価格です。
●COLOR：FB＝フラットブラック、BS/R＝ブリティッシュシルバー/マシーンドリム、MB/R＝マイスターブラック/マシーンドリム、BC＝ブライトクローム
●φ56のホイールはハブカラーを使用せず装着するタイプとなりますので、ホイールハブ孔径が車両ハブ径と合致する事を確認願います。
●CAST & RIMSPINNINGサイズは、他GC-05Kサイズとディスクデザインが異なります。
●取付孔形状は60°テーパー座ナット対応となっております。
●リム形状はすべてノーマル（Ｎ）となります。

●車体からタイヤ・ ホイール（含むCAP） がはみ出さないようにしてください。オーバーフェンダーになるような装着、 およびフェンダー加工、
車両の不正改造等による装着は法令で禁止されています。絶対に避けてください。また、純正タイヤサイズより選定したタイヤ・ホイールサイズが
太くなる場合は、車両静止状態で干渉、はみ出しが無い場合でも走行時フェンダーへの接触の可能性がありますので、あわせてご確認ください。

●装着されるタイヤの銘柄サイズによりましては、車両への干渉やはみ出しが発生する可能性がありますので、必ず現車でご確認ください。
●当商品につきましてはランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際に

は、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。

●装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
●装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパタンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意ください。そのため、ご購入時のホイール
サイズの選定につきましては、販売店などで必ずご相談ください。また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパタンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますので、ご購入時は販売店などで必ずご相談ください。

●純正サイズからのインチダウンは推奨できません。
●車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準（車両からのはみ出し、フェンダー等との接触・回転部分の突き出しが無いなど）に適合する事を必ず現車で確認してください。
●純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談ください。
●限定使用条件で製造されたアルミホイールは、実際の使用上における軸重が重くなることにより、特装車（キャンピングカーなど）には装着できない場合が多いので、商品選定時には注意が必要です。
●ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
●当カタログに記載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
●当カタログ掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがラン
フラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。

　（※一部ランフラットタイヤ対応ホイールを除く。ランフラットタイヤ対応ホイールにつきましては、各商品ページもしくは各サイズ・スペック表欄外の注釈部分をご参照ください）
●当カタログ掲載のP.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツ（GLクラス、R550 4MATIC、R350 4MATIC 2012～、ML63 4MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、Vクラス（W447））、ベントレー、マイバッハには装着できません。
●当カタログ掲載のP.C.D.=120のアルミホイールは、BMW（X5 7人乗り、X5［F15］、ActiveHybrid X6）、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
●商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム（N）・リバースリム（R）の確認を行ってください。
●当カタログ掲載のP.C.D.=100のブリヂストン アルミホイールをスバルレガシィ アウトバック 3.6R（DBA-BRF）及び、エクシーガ4WD（CBA/DBA-YA5・9）17インチ装着車に装着する際には、VIA540KG適合品の選定装着をお勧め致します。

ホイール選定･装着に関するご注意

Prodrive GC-05N BPRはEXCLUSIVE MODELです。
ブリヂストンタイヤショップ、コクピット・タイヤ館等一部店舗にてお買い求めいただけます。
取り扱い可否につきましては、事前に販売店までお問い合わせください。

このマークのあるホイールは、ホイールコーティング（anyany）を施した状態での出荷が可能です。
詳しくは販売店・販売会社までお問い合せください。

EXCLUSIVE
MODEL

SIZE&PRICE LIST for Prodrive GC-05K 数量限定（在庫限り販売）商品

ブリティッシュ
シルバー（BS）

マイスター
ブラック（MB）


