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�����������������当カタログの価格は全て税込価格です。�����������

【wedsホイール在庫照会サイト】  1ピースモデルについては、各ページに掲載の「QRコード」で、ダイレクトにホイールの在庫をご確認いただけます。

純正装着サイズからのインチダウンは使用不可です。また純正タイヤより大きいサイズを使用するとフェンダーよりタイヤが出る場合がありますのでご注意下さい。
掲載車種以外への装着については適合を確認しておりませんのでご使用はお控えください。

PK-354S・354SNを除く軽自動車用は、全てフラットタイプのキャップになり、天面にスリットは入りません。
補修用をお求めの際は、デザイン・寸法をご確認ください。

PK-351F
PK-401F PB-401F PC-453F

軽自動車用（キャロウィン）
12
inchPK-354SN12

inch
13
inch

14
inch

青文字は装着可能な乗用車、緑文字は商用車を表し、「車名に続く型式（黒文字）の車種に対応します」　紫文字は本カタログからの追加車種になります。
オレンジ文字は装着に関しての補足コメントになります。条件によって装着可否が変わりますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせください。
赤文字のコメントは注意コメントになります。これを含み、車両の個体差、タイヤ銘柄による総幅の違い等により、タイヤ側面およびホイールセンターキャップ部がフェンダーより出る場合は車検適合外となりますのでご注意ください。
※注：ホンダ アクティトラック<HA6・7>で、リアドラムブレーキにインナープレートがある場合は、ホイールと干渉の恐れがあります。
注意：4WDフリーハブ付車の場合、センターキャップの装着ができない場合があります。また、P.C.D.：114.3はハブ径φ82mm、P.C.D.：110はハブ径φ76mmのため装着不可です。

軽自動車用

PWE

PLK

PWN

ツメ：ブラック
12インチ軽自動車用

ツメ：グリーン
13インチ軽自動車用

ツメ：ブラウン
14インチ軽自動車用

軽自動車用フラットキャップ
（スリット無し、天板 文字無し）

（15059）

（15055）

（15058）

ツメ：ブラック
12インチ軽自動車用
ツメ：グリーン
13インチ軽自動車用
ツメ：ブラウン
14インチ軽自動車用

●特許取得済。
●ホンダ純正ナットもそのままご使用いただけます。
※純正平座ナットは使用不可

ホイールサイズを
確認してください。
（サイズ表記あり。
  ただしインセット表記はありません）

ディスク部のアルファベットを
確認してください。
下記適合表に記載の適応車種
以外へのご使用に関しては、保
証対象外となります。

西暦
年号

'01
13
'02
14
'03
15
'04
16
'05
17
'06
18
'07
19

'09
21
'10
22
'11
23
'12
24
'13
25

'15
27
'16
28
'17
29
'18
30
'19
31/1
'20
2
'21
3
'22
4

'14
26

'08
20

NT100クリッパー
　<DR16T>
NV100クリッパー
　<DR64V・DR17V> AZワゴン

　<MD11S>
キャロル
　<HB12S・23S>
スクラムトラック
　<DG63T・16T>
スクラムバン
　<DG64V・17V>

サンバーディアス
　<KV3・4・TV1・2>
サンバートラック
　<KS3・4・KV4・TT1・2
　・S500J・510J>
NEW サンバーバン
　<S700B・710B・KV3・4・TV1・2>

ピクシストラック<S500U・510U>
NEW ピクシスバン<S700M・710M>

NEW アトレー<S700V・700W・710V・710W・S220V・230V>
エッセ<L235S・245S>
オプティ<L800S・810S>
NEW ハイゼットカーゴ<S700V・700W・710V・710W・S200V・210V>
ハイゼットデッキバン<S200W・210W>
ハイゼットトラック<S500P・510P>
ミラ<L700S・710S・250S・260S>
ミラバン<L250V・260V・275V>
ムーブ<L900S>

※ハイゼットカーゴ・デッキバン<S300系>、
　ハイゼットトラック・パネルバン<S200系>は、キャリパー干渉

アルト<HA12S・22S・23S・24S>
アルトバン<HA12V・23V・24V>
エブリイ<DE51V(P.C.D.100のみ)・DF51V(P.C.D.100のみ)
　・DA52V・62V・64V・DA17V・DB52V>
キャリイ<DC51T(P.C.D.100のみ)・DD51T(P.C.D.100のみ)
　・DA52T・63T・65T・16T・DB52T>
ツイン<EC22S>
ワゴンR<MC11S>

アルト<HA22S・12S>
アルトバン<HA24V・23V・12V>
エブリイ<DA52V・62V・DB52V・DE51V・DF51V>
キャリイ<DC51T・DD51T>
ツイン<EC22S>
ワゴンR<MC11S>

※フリーハブ車は装着不可

アルト<HA22S・23S・24S・12S>
アルトバン<HA24V・23V・12V>
エブリイ<DA52V・62V・64V
　・DB52V・DE51V(PCD100のみ)・DF51V(PCD100のみ)>
キャリイ<DC51T(PCD100のみ)・DD51T(PCD100のみ)>
ツイン<EC22S>
ワゴンR<MC11S>

※フリーハブ車は装着不可

アルト<HA36S・36V・25S・24S・23S・22S・12S>
アルトエコ<HA35S>、アルトバン<HA24V・25V>
エブリイワゴン<DA64W>、MRワゴン<MF33S・22S・21S>
Kei<HN22S・21S>、スペーシア<MK32S>
セルボ<HG21S>
パレット<MK21S>
ラパン<HE21S>
ワゴンR<MH21S・22S・23S・MC22S・21S・11S>

※エブリイワゴン<DA62W・52W>、
　エブリイ<DA52V・DB52V>165/65R13は
　ホイール幅4.00B適合範囲外のため使用不可
　→155/70R13にて対応可

※エブリイワゴン<DA17W>はタイヤ側面がハミ出る恐れが
　あります。

NEW アルト<HA37S・97S・36S・24S>
アルトワークス<HA12S・22S>
エブリイワゴン<DA64W>
MRワゴン<MF33S・22S・21S>
Kei<HN22S・21S・12S・11S>
スペーシア<MK53S・42S・32S>
セルボ<HG21S>
パレット<MK21S>
ラパン<HE33S・22S>
ワゴンR<MH85S・95S・55S・35S・44S・34S・21S・22S・23S・
　MC22S・21S>

※エブリイワゴン<DA17W>は、タイヤ側面がハミ出る恐れが
　あります。

ピクシストラック<S500U・510U・201U・211U>
ピクシスバン<S321M・331M>

アトレー<S220V・230V>、エッセ<L235S・245S>
オプティ<L800S・810S>
ハイゼットカーゴ
　<S320V・321V・321W・330V・331V・331W・200V・210V>
ハイゼットトラック
　<S500P・510P・S210P・211P・210C・200P・201P・200C>
ミラ<L250S・260S・700S・710S>
ミラバン<L250V・260V・275V>、ムーヴ<L900S>

※ハイゼット・アトレー<S82V・83V>ハブ径大のため不可。
※ハイゼット<S100系>、アトレー<S120系>は
　フェンダーよりハミ出ます。
※ミラ<L200系・500系>、ミラバン<L500系>、
　ムーブ<L600系>はハミ出る恐れがあります。

サンバーディアス
　<TV1・2>
サンバーバン
　<S321B・331B・321Q・331Q
　・TV1・2・KV3・4>
サンバートラック
　<S500J・510J・201J・201H
　・211J・211H・TT1・2・KS3・4>

サンバーディアス<TV1・2>
NEW サンバーバン
　<S700B・710B・S321B・331B
　・321Q・331Q・TV1・2・KV3・4>
サンバートラック
　<S500J・510J・S201J・201H
　・211J・211H・TT1・2・KS3・4>
プレオ<RA1・2>
プレオバン<RV1・2>

サンバートラック<S510J>
ディアスワゴン<TW1・2>
プレオ<L275F・285F・RA1・2>
プレオバン<L275B・285B>
プレオプラス<LA350F・360F>
ルクラ<L455F・465F>

※ディアスワゴン
　<S321N・331N>165/65R13は
　ホイール幅4.00B適合範囲外
　のため使用不可
　→155/70R13にて対応可

R1<RJ1・2>
R2<RC1・2>
シフォン
　<LA650F・660F・600F・610F>
ステラ<LA150F・160F・100F・
　110F・RN1・2>
プレオ<L275F・285F・RA1・2>
プレオプラス
　<LA350F・360F・300F・310F>
ルクラ<L455F・465F>

AZワゴン<MD11S>

AZワゴン
　<MD11S>
キャロル
　<HB23S・12S>
スクラムバン
　<DG64V>

AZワゴン
　<MJ23S・22S・21S
　・MD22S・21S・11S・12S>
キャロル
　<HB36S・25S・24S
　・23S・22S・12S>
キャロルエコ<HB35S>
スクラムワゴン<DG64W>
スピアーノ<HF21S>
フレアワゴン<MM32S・21S>
ラピュタ<HP22S・21S>

※スクラムワゴン<DG17W>は
　タイヤ側面がハミ出る
　恐れがあります。

AZワゴン<MJ23S・22S・21S・
　MD21S・22S>
NEW キャロル<HB37S・97S・24S>
スクラムワゴン<DG64W>
スピアーノ<HF21S>
フレア<MJ95S・55S・34S>
フレアワゴン
　<MM53S・42S・32S・21S>
ラピュタ<HP22S・12S・11S>

※スクラムワゴン<DG17W>は、
　タイヤ側面がハミ出る恐れが
　あります。

ミニキャブトラック
　<DS16T>
ミニキャブバン
　<DS64V・DS17V>

ブラボー<U41V-44V>
ミニカ<H42V・47V>
ミニキャブトラック
　<U61T(～'02/1 MC)
　・U62T(～'02/1 MC)>
ミニキャブバン
　<U61V(～'02/1 MC)
　・U62V(～'02/1 MC)
　・U41V・42V・DS64V>

※145R12 8PR 使用不可

eKワゴン/eKスポーツ
　/eKクラッシィ<H81W・82W>
トッポBJ
　<H41A・42A・46A・47A>
ブラボー<U41V-44V>
ミニカ<H42A・47A>
ミニカバン<H42V・47V>

※タウンボックス<U61W・62W>、
　トッポ<H82A>165/65R13は
　ホイール幅4.00B適合範囲外
　のため使用不可
　→155/70R13にて対応可

eKスポーツ/アクティブ
　<H81W・82W>
eKワゴン/eKカスタム
　<B33W・36W・11W>
eKクロス<B34W・37W>
eKスペース・クロススペース
　<B34A・35A・37A・38A・11A>
タウンボックス<DS64W>
トッポ<H82A>
トッポBJ<H41A・42A・46A・47A>

※タウンボックス<DS17W>は、
　タイヤ側面がハミ出る恐れが
　あります。

ブラボー<U41V-44V>
ミニカ<H42V・47V>
ミニキャブトラック
　<U61T('02/1 MC～)
　・U62T('02/1 MC～)>
ミニキャブバン
　<U61V('02/1 MC～)
　・U62V('02/1 MC～)
　・U41V・42V>

※145R12 8PR 使用不可

<キャップ装着不可>
ミニカ<H40系>
ミニキャブトラック/バン
　<U61・62系>
ミニキャブMiEV
　<U67V・68V・68T>
→ホイール本体は装着可
また S-354N も使用可

アクティバン/トラック ※注
　<HH5・6/HA6-9>
N-VAN<JJ1・JJ2>
ザッツ<JD1・2>
バモス/ホビオ<HM1-4・HJ1・2>
ライフ<JB1・2>

<キャップ装着不可>
アクティバン/トラック/ストリート
　<HH3・4・HA3・4>

→ホイール本体は装着可
　また S-354N も使用可

N-BOX<JF1・2>
ザッツ<JD1・2>
ゼスト<JE1・2>
バモス/ホビオ<HM1-4>
ライフ/ダンク<JC1・2・JB1-8>

N-BOX/N-BOX＋/N-BOX／
　<JF1・2・3・4>
NEW N-ONE<JG1・2・3・4>
N-WGN<JH3・4・1・2>
ゼスト<JE1・2>
ライフ<JC1・2・JB5-8>

<キャップ装着不可>
アクティバン/トラック/ストリート
　<HH3・4/HA3・4>

→ホイール本体は装着可
　また S-354N も使用可

アクティバン/トラック ※注
　<HH5・6/HA6-9>
N-VAN
　<JJ1・JJ2>
ザッツ
　<JD1・2>
バモス/ホビオ
　<HM1-4・HJ1・2>
ライフ<JB1・2・JA4>

※145R12 8PR 使用不可

<キャップ装着不可>
NT100/NV100クリッパー
　<U71・72系>

→ホイール本体は装着可
また S-354N も使用可

NT100クリッパー
　/クリッパートラック
　<U71T・72T>
NV100クリッパー
　/クリッパーバン
　<U71V・72V>

※145R12 8PR 使用不可

NT100クリッパー
　/クリッパートラック
　<U71T・72T>
NV100クリッパー
　/クリッパーバン
　<U71V・72V・DR64V>

※145R12 8PR 使用不可

NV100クリッパーリオ
　<DR64W>
オッティ<H91W・92W>
ピノ<HC24S>
モコ<MG21S・22S・33S>
ルークス<ML21S>

※クリッパーリオ
　<U71W・72W>
　165/65R13は
　ホイール幅4.00B適合範囲
　外のため使用不可
　→155/70R13にて対応可

NV100クリッパーリオ
　<DR64W>
オッティ<H91W・92W>
デイズ<B43W・44W・46W・
　47W・21W>
デイズルークス<B21A>
モコ<MG33S・22S>
ルークス
　<B44A・47A・ML21S>

※NV100クリッパーリオ
　<DR17W>は、タイヤ側面が
　ハミ出る恐れがあります。

¥17,380

PLK
スリット無し
フラットタイプ
（15055）
---------

<ツメ部色>
グリーン

14×4 ½ J
ディスクハブ径：φ67
ディスク突出：8mm

45 8 100
114.3

PWN
スリット無し
フラットタイプ
（15058）
--------

<ツメ部色>
ブラウン

¥16,005
13×4.00B
ディスクハブ径：φ67
ディスク突出：14mm

40 12
100
110

114.3

100
110

114.3

12×4.00B
ディスクハブ径：φ67
ディスク突出：8mm

40 ¥14,355

12×3.50B
ディスクハブ径：φ67
ディスク突出：9mm

34

12

PWE
スリット無し
フラットタイプ
（15059）
---------

<ツメ部色>
ブラック

¥14,025

サイズ インセット 孔数 P.C.D. キャップ 品番 税込価格 ニッサン ホンダ ミツビシ マツダ スバル トヨタ ・ ダイハツ スズキ

12
イ
ン
チ

13
イ
ン
チ

14
イ
ン
チ

PC-453F
（14027）

ディスク刻印：MN

PB-401F
（14026）

ディスク刻印：LZ

PK-401F
（14029）

ディスク刻印：WD

PK-351F
（14028）

ディスク刻印：WD

12×3.50B
ディスクハブ径：φ59.5
ディスク突出：16.5mm

45 4 100

PT3
センターキャップ

タイプ
（15061）

高さ：22mm

¥14,025
PK-354SN
（14033）

ディスク刻印：T3
145R12 8PR 対応品

ピクシスエポック<LA350A・360A>、ピクシストラック<S510U>
アトレー<S220V・230V>、アトレーワゴン<S321G・331G・220G・230G>
エッセ<L235S・245S>、オプティ<L800S・810S>
タント<L375S・385S・350S・360S>、タントエグゼ<L455S・465S>
ハイゼットトラック<S510P>、ハイゼットグランカーゴ<S221V・231V>
ミラ<L275S・285S・250S・260S・700S・710S>
ミラアヴィ<L250S・260S>、ミライース<LA350S・360S>
ミラココア<L675S・685S>
ミラジーノ<L650S・660S・710S・711S・700S・701S>
ミラバン<L275V・285V>、ムーヴ<L175S・185S・150S・160S・902S>
ムーヴコンテ<L575S・585S>、ムーヴラテ<L550S・560S>

※MAX<L950S・960S>、アトレーワゴン<S320G・330G>、
　ネイキッド<L750S・760S>、ムーヴ<L900S・910S>165/65R13は
　ホイール幅4.00B適合範囲外のため使用不可→155/70R13にて対応可。
※アトレー<S120V・130V>、ミラ<L200系・500系>、
　ムーブ<L600系>はハミ出る恐れがあります。

フリーハブ

ピクシスエポック<LA350A・360A・300A・310A>
ピクシススペース<L575A・585A>
ピクシスメガ<LA700A・710A>

アトレーワゴン<S220G・230G>、ウェイク<LA700S・710S>
エッセ<L235S・245S>、オプティ<L800S・810S>
ソニカ<L405S・415S>
タント<LA650S・660S・600S・610S・375S・385S・L350S・360S>
タントエグゼ<L455S・465S>、ネイキッド<L750S・760S>
ハイゼットキャディー<LA700V・710V>、MAX<L950S・960S>
ミラ<L275S・285S>、ミライース<LA350S・360S・300S・310S>
ミラアヴィ<L250S・260S>、ミラココア<L675S・685S>
ミラトコット<LA550S・560S>
ミラジーノ<L650S・660S・710S・711S・700S・701S>
ムーヴ<LA150S・160S・100S・110S・L175S・185S・150S・160S
・900S・910S・902S>、ムーヴキャンバス<LA800S・810S>
ムーヴコンテ<L575S・585S>、ムーヴラテ<L550S・560S>

WD ツメ：ブラック
12インチ用旧タイプ

スリット無しキャップ
（天板 文字入り）

（15021）
ツメ：ブラック
12インチ用旧タイプ

価格：全て¥1,760/個（税込）

在庫確認はこちら

※キャップ天板共通のため、キャップ裏の刻印文字では判別できません。
　表側デザイン、および裏側ツメ部のカラー、形状（四角・五角）をご確認ください。

� �

テーパー座 ･
球面座共用
ナット座を採用

※注

[PK-401F のみ適合]
NEW ピクシスバン<S700M・710M>

NEW アトレー<S700V・700W・710V・710W>
NEW ハイゼットカーゴ<S700V・700W・710V・710W>



ウ
ェ
ッ
ズ
取
扱
製
品

ア
ル
ミ
ホ
イ
ー
ル

ウ
ェ
ッ
ズ
ギ
ア
／
ナ
ッ
ト

ス
チ
ー
ル
ホ
イ
ー
ル

����������������������������

【wedsホイール在庫照会サイト】  1ピースモデルについては、各ページに掲載の「QRコード」で、ダイレクトにホイールの在庫をご確認いただけます。

当カタログの価格は全て税込価格です。

普通車用（キャロウィン）/13･14インチ

純正装着サイズからのインチダウンは使用不可です。また純正タイヤより大きいサイズを使用するとフェンダーよりタイヤが出る場合がありますのでご注意下さい。青文字は装着可能な乗用車、緑文字は商用車を表し、「車名に続く型式（黒文字）の車種に対応します」　紫文字は本カタログからの追加車種になります。
オレンジ文字は装着に関しての補足コメントになります。条件によって装着可否が変わりますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせください。
赤文字のコメントは注意コメントになります。これを含み、車両の個体差、タイヤ銘柄による総幅の違い等により、タイヤ側面およびホイールセンターキャップ部がフェンダーより出る場合は車検適合外となりますのでご注意ください。

サイズ インセット 孔数 P.C.D. キャップ 品番 税込価格 トヨタ ニッサン ホンダ ミツビシ マツダ スバル／ダイハツ／スズキ／イスズ

13
イ
ン
チ

14
イ
ン
チ

デュエット<M100A・101A・110・111A>
パッソ<KGC30・35・QNC10・KGC10・15>
プラッツ<NCP16・SCP11>

ロゴ<GA3>

※ロゴTS<GA3>はキャリパー干渉

パートナー<GJ3・4・EY6・7・8・9>

デミオ<DW3W・5W>

[ダイハツ] アプローズ<A101S>
[スズキ]
カルタス/ワゴン
　<GC21S・GA11S・GB31S
　・GD31S/GC21W>
[いすゞ ] ジェミニ<MJ3・4>

[ダイハツ]
デルタワゴン<SR50N・CR50N>

[スバル]
インプレッサ/ワゴン
　<GD2・3・C・D・GG2・3・C・D
　・GF1・2・5・6・GFA>

[ダイハツ]
デルタワゴン<SR50N・CR50N>

[スズキ]
NEW ソリオ<MA27S・26S・15S>
ワゴンRソリオ<MA34S・64S>
ワゴンRプラス<MA63S>

[ダイハツ]
アプローズ<A101S>
シャレード<G200S・203S・213S>
ストーリア<M101S・100S>
ブーン<M600S・610S・M301S
　・300S・310S>
YRV<M200G・201G・211G>
[スズキ]
カルタス<AA44S>
ワゴンRワイド<MA61S・MB61S>

ファミリア<BJ3P・5P・EP>
ファミリアSワゴン<BJ5W>

カペラ<GF8P>
プレマシー<CP8W>
※ボンゴバン・トラック
　<SK系・SL系>は、装着不可。
　KBO(P9)をご使用ください。

ファミリアバン
　<BVY12・BVAY12・BVFY12
　・BVGY12・BVJY12・BVY11
　・BVEY11・BVFY11・BVY10
　・BVEY10・BVENY10・BVFY10
　・BVFNY10・BVSY10・BVSNY10>

ミラージュ
　<CK1A・2A・8A・CM2A・8A
　・CJ1A・2A・CL2A>
ランサー<CK1A・2A・8A・CM2A・8A>
リベロ<CB2W・4W・8W>

ランサーカーゴ
  <CVY12・CVAY12・CVJY12・CS2V>

レオーネバン
　<CVFY11・CVENY11
　・CVHNY11>

タウンボックスワイド<U65W・66W>
デリカD：2<MB15S>
ミラージュ<A05A>

FTO<DE2A>
※デリカバン・トラック<SK系>は、
　装着不可。KBO（P9）をご使用ください。
※デリカスペースギア<PA4W・5W・
　PB5W・6W・PC5W>ハブ干渉のため不可

FTO<DE2A>

※デリカスペースギア
　<PA4W・5W・PB5W・6W・PC5W>
　ハブ干渉のため不可

インテグラ<EK3>
キャパ<GA4>
シビック<EK2・3・8>
ドマーニ<MB3>

※キャパ<GA6>はキャリパー干渉

インサイト<ZE1>

ストリーム<RN1・2>

ストリーム<RN1・2>

※バネットバン・トラック<(S21系)SK系>は、
　装着不可。KBO（P9）をご使用ください。
※セドリックセダン（Y30・31）は
　ハブ径大のため装着不可

マーチ
　<K13・NK13・BK12・AK12・K12
　・YK12・BNK12>

ヴィッツ<NCP10・15・SCP10・13>
カローラ/スプリンター<AE110・114・EE111・CE110・113・114・116>
カローラレビン/スプリンタートレノ<AE110>
カローラワゴン/スプリンターワゴン<AE100G・CE100G・101G・102G・108G・EE104G>
プラッツ<NCP16・SCP11>

カルディナバン
　<CT196V・197V・198V・199V・ET196V・ST198V>
カローラバン・スプリンターバン
　<AE109V・EE102V・EE103V・EE106V・EE107V・CE105V・CE106V・CE107V・CE109V>
サクシードバン/プロボックスバン
　<NCP50V・51V・52V・55V・NLP51V>

[PC-504S のみ適合]
サクシードバン・プロボックスバン<NHP160V・NCP160V・165V・NSP160>

[PC-504S のみ適合]
ADエキスパート<VZNY12>
ADバン<VZNY12>
NV150 AD<VZNY12>

[PC-504S のみ適合]
ランサーカーゴ<CVZNY12>

[PC-504S のみ適合]
ファミリアバン
　<NCP160M・165M・
　BVHNY12・BVZNY12>

[PC-503 のみ適合]
[ダイハツ]
アトレー7<S221G・231G>

[PC-505S・503・553 適合]
（P.C.D.114.3）
[いすゞ ]
アスカ<CJ1・2>

[PC-505S のみ適合]
レオーネバン<CVENY11・CVHNY11>

[PC-504S・503・553 適合]
（P.C.D.100）
[スバル]
ジャスティ<M900F・910F>
デックス<M401F・411F>
[ダイハツ]
アプローズ<A101S>
クー<M401S・411S>
シャレード<G200S・201S・203S>
ストーリア<M101S・100S・111S・110S>
トール<M900S・910S>
パイザー<G301G・303G・311G・313G>
ブーン<M700S・710S・600S・610S・
601S・M301S・300S・310S・312S>
ブーンルミナス<M502G>
YRV<M201G・211G>
[スズキ]
エブリィプラス<DA32W>
エブリィランディ<DA32W>
エリオ/セダン<RB21S・RC51S・RA21S>
カルタスワゴン<GC21W・41W・GD31W>
スイフト<ZC11S・21S・71S・HT51S・81S>
NEW ソリオ<MA27S>
ワゴンRソリオ<MA34S・64S>
ワゴンRプラス<MA63S>
[いすゞ ]
ジェミニ<MJ5・6>

ファミリアバン
　<BVENY11・BVHNY11>

[PC-504S・503・553 適合]
（P.C.D.100）
デミオ<DE3FS・3AS・5FS・JFS・
　DY3W・5W・3R・5R・DW3W・5W>
ファミリア<BJ5P・5J>
ファミリアSワゴン<BJ5W・8W>
ベリーサ<DC5W・5R>
ロードスター<NB6C・8C>

[PC-503・505S のみ適合]
デリカD：3<BM20>

[PC-553 のみ適合]
ディオン<CR6W・9W>
リベロ<CD5W[195/65-14装着車]>

[PC-505S のみ適合]
デリカバン<BVM20>

[PC-504S・503・553 適合]
（P.C.D.100）
コルト<Z21A・22A・23A・24A・25A・
　26A・27A・28A>
コルトプラス<Z23W・24W>
ディンゴ<CQ1A・2A>
トッポBJワイド<H43A・48A>
ミラージュ<A05A>

[PC-505S・503・553 適合]
（P.C.D.114.3）
アスパイア<EA1A・7A・EC1A・7A>
ギャラン<EA1A・7A・EC1A・7A>
レグナム<EA1W・4W・7W・EC1W・7W>

[PC-503・553 適合、
PC-504S・505Sは
要P.C.D.確認にて適合]
ミラージュ<CK2A・6A・CJ2A・4A>
ランサー/セディア<CK2A・6A・CS2A・5A>
ランサーワゴン/セディアワゴン
　<CS2W/CS5W>
リベロ<CB5W・CD5W・8W
　[195/65-14装着車除く]>

[PC-504S・503・553 適合]（P.C.D.100）
インサイト<ZE1>
インテグラ<DA5・DC1・DB6・7・8・9>
エアウェイブ<GJ1・2>
オルティア<EL2-3[195/60-14装着車除く]>
シビック/クーペ/フェリオ/シャトル
　<EU1・2・EK3・4・ES1・2・3・ET2・EF5
　[195/60-14装着車除く]>
ドマーニ<MB4・5>
フィット<GK3・GE6・GD1>
フィットアリア<GD6>
モビリオ/スパイク<GB1・2/GK1・2>

※フィット/アリア<GD2・3・4/GD7・8・9>は
　キャリパー干渉。

[PC-553 のみ適合]
オルティア<EL3[195/60-14装着車]>
シビック<EK4[195/60-14装着車]>

[PC-553 のみ適合]
プリメーラ<HP11・HNP11>
ブルーバード<ENU14[195/65-14装着車]>
プレセア<HR11・PR11[195/60-14装着車]>

[PC-505S のみ適合]
NV200バネット<VM20・VNM20>
ADバン<VENY11・VHNY11>
エキスパート<VW11・VEW11・VENW11・VNW11>

[PC-503・505S のみ適合]
NV200バネットワゴン<M20>

[PC-505S・503・553 適合]（P.C.D.114.3）
ウイングロード<WRY11・WFY11・WHNY11>
クルー<HK30・SK30・QK30>
サニー<FB15・B15・FNB15・QB15・SB15>
プリメーラ/ワゴン<P11/WP11・WQP11>
ブルーバード<QU14・HU14・EU14・SU14
　[195/65-14装着車除く]>
ブルーバードシルフィー<FG10・QG10>

[PC-504S・503・553 適合]（P.C.D.100）
ウイングロード<Y12・NY12>
S-RV<HNN15・FNN15>
キューブ/キュービック<BZ11・BNZ11・
　BGZ11・YZ11・YGZ11・YGNZ11・AZ10・
　Z10・ANZ10>
ノート<E12・HE12・NE12・E11・ZE11・NE11>
パルサー/セリエ<HN15・EN15・FN15・
　SN15・SNN15・FNN15・HNN15>
プレセア<HR11・PR11[195/60-14装着車除く]>
マーチ<K13・NK13>
ラシーン<RHNB14・RFNB14>
ラティオ<N17>

[PC-503 のみ適合]
スパーキー<S221E・231E>

[PC-553 のみ適合]
カローラレビン・スプリンタートレノ<AE111[195/60-14装着車]>

[PC-504S・503・553 適合]（P.C.D.100）
NEW アクア<NHP10・MXPK10>
アレックス/カローラランクス<ZZE122・124・NZE121・124>
ヴィッツ<NHP130・NSP130・135・KSP130・SCP90・KSP90・NCP95・SCP10・NCP10>
Willサイファ<NCP70・75>
カローラ/スプリンター
　<ZZE122・124・NZE120・121・124・CE121・110・113・114・116・AE110・111・114>
カローラアクシオ<NRE160・NZE141>
カローラスパシオ<ZZE122N・NZE121N・AE111N・115N>
カローラフィールダー<ZZE122G・124G・NZE121G・124G・CE121G>
カローラレビン/スプリンタートレノ<AE110・111[195/60-14装着車除く]>
カローラワゴン<AE100G・101G・104G・CE100G・101G>
シエンタ<NCP81G・85G>
スプリンターカリブ<AE111G・114G・115G>
タンク/ルーミー<M900A・910A>
デュエット<M100A・101A・110A・111A>
パッソ<M700A・710A・KGC30・35・15・NGC30・QNC10>
パッソセッテ<M502E>、bB<QNC20・21・25>
ファンカーゴ<NCP20・21・25>、プラッツ<NCP12・16・SCP11>
プリウス<NHW10・11>、ベルタ<KSP92・SCP92・NCP96>
ポルテ・スペイド<NSP140・NNP10・11・15>、ヤリス<MXPH10・MXPA10・15・KSP210>
ラウム<NCZ20・25・EXZ10・15>

14×4 ½ J
ディスクハブ径：φ67
ディスク突出：8mm

45
PC-453
（14025）

ディスク刻印：MN
¥17,380

14×5J
ディスクハブ径：φ67
ディスク突出：1mm

14×5 ½ J
ディスクハブ径：φ67

14×5J
ディスクハブ径：φ67
ディスク突出：5.5mm

40 PC-502
（14021）

ディスク刻印：US ¥17,875

14×5 ½ J
ディスクハブ径：φ67

45
PC-552
（14022）

ディスク刻印：US
¥18,590

PB-451
（14017）

ディスク刻印：LZ
¥16,33513×4.50B

ディスクハブ径：φ67
ディスク突出：8mm

13×4.50B
ディスクハブ径：φ60
ディスク突出：8mm

40 12
100
110

114.3

4 100

100

PLZ
スリット入り
ノーマルタイプ
（15047）
---------

<ツメ部色>
ベージュ
（素地）

4

8

100
114.3

100
114.3

14×5J
ディスクハブ径：φ60
ディスク突出：5.5mm

40

13×5.00B
ディスクハブ径：φ67
ディスク突出：1.5mm

PB-501
（14018）

ディスク刻印：LZ
¥16,610

PVK
スリット入り
ノーマルタイプ
（15048）
---------

<ツメ部色>
ブルー

PC-503
（14019）

ディスク刻印：VK

¥17,875

¥18,590

¥17,875

10 100
114.3

PUS
スリット入り
ノーマルタイプ
（15049）
---------

<ツメ部色>
ブラック

14×5J
ディスクハブ径：φ67
ディスク突出：2.5mm

39

PC-553
（14020）

ディスク刻印：VK

¥17,875

PC-453
PC-503・553
PC-502・552

14
inch

PC-504S14
inch

PB-451
PB-501

13
inch

PB-454S13
inch

40

8

40

4 114.340

¥16,335

PMN
スリット入り
ノーマルタイプ
（15053）
---------

<ツメ部色>
グレー

普通車用

カペラ<GF8P>
プレマシー<CP8W>

※セドリックセダン(Y30・31)は
　ハブ径大のため装着不可

S-RV<FN15>
キューブ<AZ10・Z10・ANZ10>
パルサー/セリエ<FN15・FNN15・SN15>
プレセア<PR11・R11>
マーチ<K11・AK11・ANK11・HK11・FHK11
　・WK11・WAK11>

ADエキスパート<VY12・VJY12>
ADバン<VY12・VAY12・VY11・VEY11・VFY11
　・VGY11・VY10・VEY10・VENY10・VFY10
　・VFNY10・VSY10・VSNY10>
AD MAX バン<VEGY10・VFGY10・VSGY10>
NV150 AD<VY12>

アリオン/プレミオ<NZT260・240・ZZT240>、Will-VS<NZE127>、オーパ<ACT10・ZCT10>
カルディナ<ST210G・211G・215G・216G・AT211G・CT216G>、キャバリエ<TJG00>
タウンエースノア/ライトエースノア<SR50G・CR50G>、ビスタ<ZZV50>、ビスタアルデオ<ZZV50G>

※タウンエーストラック/バン<S400系>は装着不可。アルミホイール(VICENTE06) をご使用ください。
アリオン/プレミオ<NZT260・240・ZZT240>、イプサム/ガイア<SXM10G・15G・CXM10G>
Will-VS<NZE127>、エスティマエミーナ・ルシーダ<TCR10G・11G・20G・21G>、オーパ<ACT10・ZCT10>
カリーナ/コロナ/コロナプレミオ<AT210・211・212・ST210・215・CT210・211・215・216>
カルディナ<ST210G・211G・215G・216G・AT211G・CT216G>、キャバリエ<TJG00>
クラウンセダン<GS151>、クレスタ/チェイサー/マークⅡ<SX100・LX100>
タウンエースノア/ライトエースノア<SR50G・CR50G>、ビスタ<ZZV50>、ビスタアルデオ<ZZV50G>
※タウンエーストラック/バン<S400系>は装着不可。アルミホイール(VICENTE06) をご使用ください。

PJ9
センターキャップ

タイプ
（15064）
---------

高さ：33.5mm

PB-454S
（14036）

ディスク刻印：E4

PJ9
センターキャップ

タイプ
（15064）
---------

高さ：33.5mm

PC-504S
（14037）

ディスク刻印：J9

PK3
センターキャップ

タイプ
（15065）
---------
高さ：32mm

PC-505S
（14038）

ディスク刻印：K3

スリット入りキャップ（天板 文字無し）

価格：
全て¥1,760/個（税込）

スリット無しキャップ（天板 文字入り）

PMN ツメ ： グレー
14×4.5J 普通車用（15053）

PVK ツメ ： ブルー
14インチ 普通車8穴マルチ用（15048）

PUS ツメ ： ブラック
14インチ　普通車10穴マルチ用（15049）

PLZ ツメ：ベージュ（素地）
13インチ用普通車用（15047）
ツメ：ベージュ（素地）
13インチ用普通車用

VK ツメ ： ブルー
14インチ 普通車8穴マルチ用 旧タイプ（15028）

US ツメ ： ブラック
14インチ　普通車10穴マルチ用 旧タイプ（15022）

LZ ツメ：ベージュ（素地）
13インチ用旧タイプ（15027）
ツメ：ベージュ（素地）
13インチ用旧タイプ

※キャップ天板共通のため、キャップ裏の刻印文字では判別できません。
　表側デザイン、および裏側ツメ部のカラー、形状（四角・五角）をご確認ください。

PC-505S14

� �

在庫確認はこちら

●特許取得済。
●ホンダ純正ナットもそのままご使用いただけます。
※純正平座ナットは使用不可

ホイールサイズを
確認してください。
（サイズ表記あり。
  ただしインセット表記はありません）

ディスク部のアルファベットを
確認してください。
下記適合表に記載の適応車種
以外へのご使用に関しては、保
証対象外となります。

西暦
年号

'01
13
'02
14
'03
15
'04
16
'05
17
'06
18
'07
19

'09
21
'10
22
'11
23
'12
24
'13
25

'15
27
'16
28
'17
29
'18
30
'19
31/1
'20
2
'21
3
'22
4

'14
26

'08
20

テーパー座 ･
球面座共用
ナット座を採用

掲載車種以外への装着については適合を確認しておりませんのでご使用はお控えください。
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【wedsホイール在庫照会サイト】  1ピースモデルについては、各ページに掲載の「QRコード」で、ダイレクトにホイールの在庫をご確認いただけます。

当カタログの価格は全て税込価格です。

PYE ツメ ： ブラウン
15インチ 普通車
8穴マルチ用（15050）

PAP ツメ ： イエロー
15インチ　普通車
10穴マルチ用（15051） 価格：全て¥1,760/個（税込）普通車用（キャロウィン）/15インチ

純正装着サイズからのインチダウンは使用不可です。また純正タイヤより大きいサイズを使用するとフェンダーよりタイヤが出る場合がありますのでご注意下さい。青文字は装着可能な乗用車、緑文字は商用車を表し、「車名に続く型式（黒文字）の車種に対応します」　紫文字は本カタログからの追加車種になります。
オレンジ文字は装着に関しての補足コメントになります。条件によって装着可否が変わりますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせください。
赤文字のコメントは注意コメントになります。これを含み、車両の個体差、タイヤ銘柄による総幅の違い等により、タイヤ側面およびホイールセンターキャップ部がフェンダーより出る場合は車検適合外となりますのでご注意ください。

サイズ インセット 孔数 P.C.D. キャップ 品番 税込価格 トヨタ ニッサン ホンダ ミツビシ マツダ スバル／ダイハツ／スズキ／イスズ

15
イ
ン
チ

iQ<NGJ10・KGJ10>、NEW アクア<NHP10・MXPK11・15・16>
アレックス/カローラランクス<ZZE123>
イスト<NCP60・61・65>
ヴィッツ<NHP130・NSP130・135・NCP131・90・95・13・SCP90・KSP90>
Will-Vi<NCP19>、MR-S<ZZW30>
カローラアクシオ<NZE161・164・141・NRE161・NKE165・ZRE142・144>
カローラスパシオ<ZZE122N・NZE121N>
カローラフィールダー
　<NZE161G・164G・144G・NRE161G・ZRE162G・144G・NKE165G・ZZE122G・123G・124G>
カローラレビン/スプリンタートレノ<AE111>
スペイド/ポルテ<NCP141・145・NSP141>
タンク/ルーミー<M900A>
パッソセッテ<M502E・512E>
bB<QNC20・21・25・NCP30・31・34・35>
プラッツ<NCP12>
プリウス<NHW10・11>
ベルタ<SCP92・NCP96>
ヤリス<MXPH10・15・MXPA10・15>
ラウム<NCZ20>

インテグラ
　<DC1・2・DB8>
エアウェイブ
　<GJ1>
シビック/フェリオ
　<EU3・4・EK3・4・ES3>
フィット
　<GD1>

コルト<Z21A-28A>
コルトプラス<Z23W・24W・27W>
ディオン<CR6W・9W>
ディンゴ<CQ2A・5A>
NEW デリカD2<MB37S>
ミラージュ
　<A03A・CJ4A・CK4A・CM4A>
ランサー/セディア
　<CS2A・5A・6A・CK4A・CM5A>
ランサーワゴン/セディアワゴン
　<CS5W>

ギャラン/アスパイア
　<EA1A・7A・EC1A・7A>
コルト<Z21A-28A>
コルトプラス<Z23W・24W・27W>
NEW デリカD2<MB37S・36S・46S>
レグナム
　<EA1W・3W・5W・7W・
　EC1W・3W-5W・7W>

[ダイハツ]
ブーンルミナス<M502G・512G>

[スズキ]
スイフト
　<ZC11S・21S・71S・72S・
　ZD11S・21S・72S>
NEW ソリオ<MA37S・36S・46S>

[いすゞ ]
アスカ<CJ3>

[スバル]
デックス<M401F・411F>

[ダイハツ]
クー<M402S・411S>
ブーンルミナス<M502G・512G>

[スズキ]
イグニス<FF21S/インナー注意>
スイフト<ZC21S・11S・71S
　・ZD21S・11S・ZC72S・ZD72S>

[いすゞ ]
アスカ<CJ3>

デミオ<DY3W・5W・DE3FS・3AS>
ベリーサ<DC5W・5R>

デミオ
　<DJ3FS・3AS・5FS・5AS・
　LFS・LAS/DY3W・3R・5W>
ファミリアSワゴン<BJ5W>
ベリーサ<DC5W・5R>
MAZDA2
　<DJ5FS・5AS・LFS・LAS>
ロードスター<NB6C>

アクセラ
　<BLEFP・BLEFW・BL5FP・
　BL5FW・BLEAP・BLEAW・
　BLFFP・BLFFW・BKEP・5P>
アテンザ/ワゴン
　<GG3P・EP・3S・ES/
　GY3W・EW>
MPV
　<LW3W・5W・EW>
カペラ/ワゴン
　<GF8P・EP・FP・ER/
　GWEW・8W・5R・ER・FW>
センティア
　<HEEA・HEEP>
ファミリアSワゴンスポルト20
　<BJFW>
プレマシー
　<CWEFW・CWFFW・
　CWEAW・CREW・CP8W・EW>
ミレーニア
　<TAFP・3P・3Y・5A・5P・5Y・5Z>

[スバル]
インプレッサG4/スポーツ
　<GJ2・3/GP2・3>
インプレッサ/ワゴン/アネシス
　<GH2・3・GD2・3・9/GF6・8
　・GG2・3・9/GE2・3>
フォレスター<SG5・SF5>
レガシィB4/ワゴン<BE/BH>は
　フェンダーよりハミ出る場合が
　あります。

[ダイハツ]
アルティス
　<ACV30N・35N・SXV20N・25N>
テリオス<J122G・102G>
デルタワゴン4WD
　<SR50N・CR50N>

[スズキ]
SX4セダン<YC11S>
ランディ
　<SC27・SGC27・SGNC27
　・SC25・26・SNC25・26・SHC26>

ギャラン/アスパイア
　<EA1A・7A・EC1A・7A>
ディオン<CR6W・9W>
ディンゴ<CQ2A・5A>
ミラージュ<CJ4A・CK4A・CM5A>
ランサー/セディア
　<CS6A・CK4A・CM5A/CS2A・5A>
ランサーワゴン/セディアワゴン
　<CS5W>
レグナム
　<EA1W・3W・5W・7W
　・EC1W・3W-5W・7W>

RVR
　<N61W・71W>
エクリプス
　<D32A・38A>
FTO
　<DE2A・3A>
シャリオグランディス
　<N84W・86W・94W・96W>
ディアマンテ
　<F31A・36A・41A・46A>
ディオン
　<CR5W>
デボネア
　<S22A・27A>
デリカスペースギア
　<PA4W・5W・PB4W・5W・6W>

アコード/ワゴン<CL7・8/CM1-3>
アバンシア<TA1・3>
インテグラ<DC5>
HR-V<GH1-4>
エディックス<BE1-4>
シビック/ハイブリッド<EK9/FD3>
ストリーム<RN1・3・4>
プレリュード<BB5>

※フリード<GB5-8>は
　「ウインターエースL70」を
　ご使用ください。
※ステップワゴン
　<RF1～6・RG1・2・RK1・2>は
　フェンダーよりハミ出る場合が
　ありますので、S-36Cをご使用ください。
※インスパイア/セイバー<UA4>、
　ストリーム<RN6-9>はフェンダーより
　ハミ出る場合があります。
※ S-MX<RH1・2>はフェンダーより
　ハミ出ます。

アコード/ワゴン/トルネオ
　<CL3・CE1・CF4-7>
インサイト<ZE2・3>
インテグラ<DC1・2・DB8>
エアウェイブ<GJ1>
オルティア<EL2>
シビック/フェリオ
　<EK3・4・EU3・4・ES3・EG6・9>
フィット/ハイブリッド
　<GE6-9・GD1/GP1>

※フィット<GD3・4>は
　キャリパー干渉のため不可

アコード/ワゴン/トルネオ
　<CE1・CF4-7・CL3>
インサイト<ZE2・3>
エアウェイブ<GJ1>
グレイス<GM4-6・9>
シャトル<GK8・9・GP7・8>
フィット/ハイブリッド
  <GR1-4・GK3-6・GE6-9・GD1・GP1・5・6>
フィットシャトル<GG7・8・GP2>
フリード/スパイク<GB3・4・GP3>

iQ<NGJ10・KGJ10>
NEW アクア<MXPK11・15・16>
アレックス/カローラランクス<ZZE123>
カローラアクシオ<NZE141・ZRE142・144>
カローラフィールダー<NZE144G・ZRE144G・ZZE122G・123G・124G>
パッソセッテ<M502E・512E>
ヤリス<MXPH10・15・MXPA10・15>

キューブ/キュービック
　<Z12・NZ12・YZ11・BZ11・BNZ11・
　YZ11・YGZ11・BGZ11・YGNZ11>
NEW ノート
　<E13・SNE13・E12・HE12・NE12・
　SNE12・E11・NE11・ZE11>
マーチ<AK12・YK12・BNK12>

iQ<NGJ10・KGJ10>、アレックス/カローラランクス<ZZE123>、ist<NCP60・61・65>
ヴィッツ<NSP130・135・NCP131・91・95・SCP90・KSP90・NCP13>
Will-Vi<NCP19>、MR-S<ZZW30>
カローラアクシオ<NZE161・164・141・144・NRE161・NKE165・ZRE142・144>
カローラスパシオ<ZZE122N・NZE121N>
カローラフィールダー
　<ZRE162G・144G・NZE161G・164G・141G・144G・NRE161G・NKE165G・
　ZZE122G・123G・124G>
カローラレビン/スプリンタートレノ<AE111>
スペイド<NCP141・145・NSP141>、パッソセッテ<M502E・512E>
bB<QNC20・21・25>、プラッツ<NCP12>、プリウス<NHW10・11>
ベルタ<SCP92・NCP96>、ポルテ<NCP141・145・NSP141>
ヤリス<MXPH10・15・MXPA10・15>、ラウム<NCZ20>

e-NV200<ME0・VME0>
アベニール<RW11・W11・RNW11・PW11
　・PNW11・SW11>
エクストレイル<T30・NT30>
セドリック/グロリア<MY34>
シルビア<S15>
シルフィ<TB17>
スカイライン<ER34・HR34・ENR34>
ステージア<WGC34・WHC34・WGNC34>
セフィーロ/ワゴン
　<PA33・A33/WHA32・WPA32・WA32>
セレナ<C27・HC27・HFC27・GC27・GFC27
　・GNC27・GFNC27・C25・26・NC25・26
　・HC26・HFC26・FNC26・RC24・TC24
　・TNC24・PC24・VC24・PNC24・VNC24>
ティーノ<HV10・V10>
バサラ<JTU30・JU30・JTNU30・JNU30
　・JVU30・JVNU30・VNU30>
プリメーラ/ワゴン
　<TP12・WTP12・QP12・TNP12/WTNP12>
プレサージュ<TU30・U30・TNU30・NU30
　・HU30・VU30・VNU30>
プレジデント<JHG50・JG50・PHG50・PG50>
ラフェスタ<B30・NB30・CWEFWN
　・CWEAWN・CWFFWN>
リバティ<RM12・RNM12・PM12・PNM12>
ルネッサ<N30・PNN30・NN30>
ローレル<GC35・HC35・SC35・GNC35>

※ セドリック/グロリア<Y31・30>ハブ径大のため
　装着不可。

PS-554N・555N15
inch

PS-602・60315
inch

普通車用

¥23,485

8 100
114.3

PS-554N
（14034）

ディスク刻印：R6
¥23,485

15×6J
ディスクハブ径：φ67

45

8 100
114.3

PYE
スリット入り
ノーマルタイプ
（15050）
---------

<ツメ部色>
ブラウン

8

15×5 ½ J
ディスクハブ径：φ67

40

10 100
114.3

PAP
スリット入り
ノーマルタイプ
（15051）
---------

<ツメ部色>
イエロー

PS-602
（14024）

ディスク刻印：AP
¥23,760

PS-603
（14023）

ディスク刻印：YE
¥23,760

50 100
114.3

PS7
スリット無し
フラットタイプ
（15063）
---------

<ツメ部色>
レッド

アイシス<ANM10G・10W・15G・ZGM10G・11G・15G・15W・ZNM10W・10G>、アバロン<MCX10>
アリオン/プレミオ<ZRT260・261・265・NZT260・AZT240・ZZT245>、アリスト<JZS147>
アルテッツァ/ジータ<SXE10・GXE10・10W・15W>、イプサム<ACM21W・26W・SXM10G・15G>
ウィッシュ<ZGE20G・20W・21G・25G・25W・ANE10G・ZNE10G・14G>
Will-VS<ZZE129>、ウィンダム<MCV20・21>
エスティマ<MCR30W・40W・ACR30W・40W・TCR10W・11W・20W・21W>
エスティマハイブリッド<AHR10W>、オーパ<ACT10・ZCT10・15>
オーリス<ZRE186H・152H・154H・NZE181H・184H・151H・154H・NRE185H>
ガイア<ACM10G・15G・CXM10G・SXM10G・15G>、カムリ<ACV30・35・SXV20・25・MCV21>
カムリグラシア/マークⅡクオリス<SXV20W・21W・25W・MCV20W・21W・25W>、カリーナ<AT210>
カルディナ<AZT246W・241W・ZZT241W・ST210G・215W・215G>
カローラ/カローラツーリング<ZWE211・214・ZRE212/ZWE211W・214W・ZRE212W>
NEW カローラスポーツ<ZWE213H・211H・NRE210H・214H>
カローラルミオン<ZRE152N・154N・NZE151N>、キャミ<J100E・102E・122E>、キャバリエ<TJG00>
クラウン<JZS171・173・175・179・GS171・JKS175>
クラウンエステート<JZS171W・173W・175W・GS171W>
クラウンマジェスタ<JZS177・155・147・149・UZS151・157>
クラウンセダン<GXS10・12・YXS10・10H・GBS12・TSS10>、クラウンコンフォート・コンフォート<TSS10・11>
クレスタ/チェイサー/マークⅡ/ヴェロッサ
　<JZX110・115・100・101・105・GX110・115・100・105・SX100・LX100>
シエンタ<NHP170G・NSP170G・172G・NCP175G>、JPNタクシー<NTP10>、セリカ<ZZT230・231>
ソアラ<JZZ31・UZZ31>、タウンエースノア4WD/ライトエースノア4WD<SR50G・CR50G>
ナディア<SXN10・15・ACN10・15>、ビスタ<SV50・55・AZV50・55・ZZV50>
ビスタアルデオ<SV50G・55G・AZV50G・55G・ZZV50G>
プリウス/PHV<ZVW52・50・51・55・30/ZVW35・NHW20>、ブレビス<JCG10・15>、プロナード<MCX20>
マークⅡブリット<JZX110W・GX110W・115W>、レクサスCT<ZWA10>

※エスティマエミーナ/ルシーダ<10・20系>、ヴォクシー/ノア/エスクァイア<60・70・80系>は
　フェンダーよりハミ出る場合があります
※プログレ<10系>、クラウンセダン<150系>はフェンダーよりハミ出ます。

ウイングロード<JY12・Y12・NY12・WRY11・
WFY11・WHNY11・WPY11>
S-RV<JN15・HNN15>
キューブ/キュービック<Z12・NZ12・BZ11・
BNZ11・BGZ11>、クルー<HK30・SK30>
サニー<JB15>、ティーダ/ラティオ<C11・
NC11・JC11/SC11・SNC11・SJC11>
ノート<E12・HE12・NE12・E11・NE11>
パルサー/セリエ<JN15・HN15・FNN15・
HNN15>、プリメーラ/カミノ/UK/ワゴン
<HP11・HNP11・FHP11・WHP11・
WHNP11>、ブルーバード<HU14>
ブルーバードシルフィー<KG11・G11・NG11・
TG10・QG10・QNG10>
ラシーン<RKNB14・RHNB14>

スリット無しキャップ
（天板 文字入り）

スリット入りキャップ
（天板 文字無し）

スリット無しキャップ
（天板 文字無し）

YE ツメ ： ブラウン
15インチ 普通車
8穴マルチ用 旧タイプ（15029）

AP ツメ ： イエロー
15インチ　普通車
10穴マルチ用 旧タイプ（15030）

※キャップ天板共通のため、
キャップ裏の刻印文字では判別
できません。
表側デザイン、および裏側ツメ
部のカラー、形状（四角・五角）を
ご確認ください。

PS-555N
（14035）

ディスク刻印：S7

PS7
スリット無し
フラットタイプ
（15063）
---------

<ツメ部色>
レッド

[スバル]
ジャスティ<M900F>
デックス<M401F・411F>

[ダイハツ]
クー<M402S・411S>
トール<M900S>
ブーンルミナス<M502G・512G>
YRV<M201G・211G>

[スズキ]
イグニス<FF21S>
エリオ/セダン<RB21S・
　RC51S・RD51S>
スイフト<ZC43S・53S・83S・71S・
　72S・11S・21S・ZD53S・83S・
　72S・11S・21S>
NEW ソリオ<MA37S>
バレーノ<WB32S>

ウイングロード
　<Y12・JY12・NY12・WRY11
　・WFY11・WHNY11・WPY11>
S-RV<JN15・HNN15>
キューブ<Z12・NZ12>
クルー<HK30・SK30>
サニー<JB15・HB14>
ティーダ
　<C11・NC11・JC11・SC11・SJC11・SNC11>
ノート
　<E12・HE12・NE12・SNE12・E11
　・NE11・ZE11>
パルサー<JN15・HN15・FNN15・HNN15>
プリメーラ/ワゴン<HP11・HNP11
　・FHP11・WHP11・WHNP11>
ブルーバード<HU14>
ブルーバードシルフィー
　<G11・KG11・NG11・QG10・QNG10>
ラシーン<RKNB14>

� �

在庫確認はこちら

●特許取得済。
●ホンダ純正ナットもそのままご使用いただけます。
※純正平座ナットは使用不可

ホイールサイズを
確認してください。
（サイズ表記あり。
  ただしインセット表記はありません）

ディスク部のアルファベットを
確認してください。
下記適合表に記載の適応車種
以外へのご使用に関しては、保
証対象外となります。

西暦
年号

'01
13
'02
14
'03
15
'04
16
'05
17
'06
18
'07
19

'09
21
'10
22
'11
23
'12
24
'13
25

'15
27
'16
28
'17
29
'18
30
'19
31/1
'20
2
'21
3
'22
4

'14
26

'08
20

テーパー座 ･
球面座共用
ナット座を採用

掲載車種以外への装着については適合を確認しておりませんのでご使用はお控えください。

ツメ ： レッド
15インチ　普通車
8穴マルチ用（15063）

PS7
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