
開催期間

3月11日㈮

3月31日㈭ タイヤ・カー用品編

残りミゾは十分にありますか？

目安は残り溝1.6㎜です

✔check

スリップサインが一部でも露出すると車検が通りません。

タイヤのミゾが減っていると…!

①濡れた路面で、

ブレーキが効きにくい！

②雨の高速走行は

特に危険！

日頃からミゾの深さを確認しておきましょう

適正空気圧をご存じですか？

空気圧が低下していると…!

➀燃費が悪くなる！ ②編摩耗しやすい！

③走行性能が低下する！

✔check

編摩耗していませんか？

✔check

編摩耗しているとタイヤの寿命を縮めます。

傷やヒビはありませんか？

パンクなどトラブルの原因になります。

✔check

①路上の障害物や縁石

などとの接触。

②石嚙みなどの異物。

①紫外線や熱などに

よる劣化。

②空気圧不足による

過度な屈伸。

路上の縁石など障害物への接触を

避け、安全な運転をしましょう。

安心・安全の為に、月に一度はタイヤ点検を。

から の となります。

にて のが

4月からタイヤの値上げとなります。

3月宮作展示会にてご購入して頂くのがおトク‼

145/80R1280/78N

4本税込、工賃込み価格

155/65R14

4本税込、工賃込み価格

税込 20,680円
税抜 18,800円

税込 29,040円
税抜 26,400円

高性能ラジアルタイヤ

215/55R17
クラウン・マジェスタ等

税込 102,410円
税抜 93,100円

225/55R18
レクサスGS等

税込 119,460円
税抜 108,600円

205/50R17
インプレッサ等

税込 99,660円
税抜 90,600円

225/40R18
レクサスIS等

税込 155,210円
税抜 141,100円

RV/１BOX専用ラジアルタイヤ

155/65R14
N-BOX・タント等

税込 40,480円
税抜 46,800円

195/65R15
ノア・ステップワゴン等

税込 72,160円
税抜 65,600円

195/65R16
ライズ・ロッキー等

税込 69,960円
税抜 63,600円

225/60R17
ヴェゼル・X-トレイル等

税込 100,210円
税抜 91,100円



高性能ラジアルタイヤ

工賃・廃タイヤコミコミ価格です。他サイズも割引中!詳しくは店頭スタッフまで

省燃費ラジアルタイヤ

215/55R17
クラウン・マジェスタ等

税込 119,460円
税抜 108,600円

225/55R18
レクサスGS等

税込 141,460円
税抜 128,600円

205/50R17
インプレッサ等

税込 113,960円
税抜 103,600円

225/40R18
レクサスIS等

税込 181,060円
税抜 164,600円

195/65R15
プリウス・ストリーム等

税込 67,760円
税抜 61,600円

185/65R15
ｂB・フリード等

税込 70,510円
税抜 64,100円

215/60R16
ステップワゴン等

税込 77,110円
税抜 70,100円

N-BOX・N-WGN等

155/65R14

税込 44,660円
税抜740,600円

スタッドレス+ホイールセット

ホイールの種類・サイズによって価格が異なります。

工賃・廃タイヤコミコミ価格です。他サイズも割引中!詳しくは店頭スタッフまで

175/80R16
ジムニー等

マッドクロス グレイス

セミグロスブラック

税込 127,490円
税抜 70,100円

145/80R1280/78N

軽トラ・軽バン等

ウェーゼンFL

税込 43,560円
税抜 45,800円

155/65R14
N-BOX・タント等

ウェーゼンFL

税込 53,680円
税抜 55,200円

195/65R15
ノア・セレナ等

ミルアスDF

税込 110,440円
税抜 110,600円

205/60R16
ステップワゴン等

シビラネクストW5

税込 117,040円
税抜 70,100円

145/80R12
エブリー・軽トラック等

マッドクロス グレイス

ブロンズクリア

税込 68,860円
税抜 70,100円

タイヤ預かりサービス
シーズンオフになったスタッドレス・ノーマルタイヤを洗って大切に保管し、

お客様が必要になったときに、履き替え・取付を行うサービスです。

●ご自宅に保管スペースがなくても大丈夫!

タイヤ交換の際は手ぶらでOK!

●専用倉庫に保管する為、盗難の心配なし!

料金 6,600円/年（税込）
6,000円/年（税別）

●特典

➀タイヤ脱着料金通常770円/本が550円/本

②更新毎にスタンプ1個!押印2個でタイヤ脱着1回サービス‼

③新品タイヤをご購入の方は組替・バランスサービス！

重くて大変・・・💧

預かりのお客様に大好評‼

シーズンオフのタイヤを保管している

期間に施工します。

お待ち頂く時間もなく施工出来ますので、

次回交換時はピカピカの状態でお車に

装着出来ます。

4本 税込 9,880円～ 税抜 8,982円～

工賃・廃タイヤコミコミ価格です。他サイズも割引中!詳しくは店頭スタッフまで

省燃費ラジアルタイヤ

155/65R14
N-WGN・コンテ等

税込 41,910円
税抜 38,100円

195/65R15
プリウス・アコード等

税込 64,460円
税抜 58,600円

205/60R16
イプサム・アクセラ等

税込 77,110円
税抜 70,100円

175/65R14
ヴィッツ・ノート等

税込 48,510円
税抜 44,100円

工賃・廃タイヤコミコミ価格です。他サイズも割引中!詳しくは店頭スタッフまで

スタンダードラジアルタイヤ

145/80R13
アルト・ミラ等

税込 28,160円
税抜 25,600円

155/65R13
ワゴンR・ライフ等

税込 24,640円
税抜 22,400円

185/65R15
ｂB・ティーダ等

税込 46,860円
税抜 42,600円

195/65R15
プリウス・ストリーム等

税込 52,360円
税抜 47,600円



デモカー カスタム例
キャリア

「仕事」も「遊び」も頼りになる相棒‼

税込107,800円
（税抜98,000円）

ルーフラック

キャビン上部を便利にカスタマイズ

バスケットセット 税込64,900円
（税抜59,000円）

ボックス

左右ガルウィングドアで大容量548L！

税込140,800円
（税抜128,000円）

サイドオーニング

アウトドアシーンを手軽に楽しもう！

税込54,780円
（税抜98,000円）

ガード

ロールバータイプの迫力デザイン

税込38,500円
（税抜35,000円）

ゲート

ワイドに使えて快適な３WAYゲート

税込42,900円
（税抜39,000円）

※別途交換工賃がかかります。 他カスタムパーツが多々あります。詳しくは店頭スタッフまで。

「強固」×「運ぶ」をコンセプトに2017年に

立ち上げたブランド。

日本独自の規格である軽トラックに機能性とカッコよさをプラス。

多様なライフスタイルに合わせて軽トラをジブン好みにカスタマイズ。

「仕事」にも「遊び」にも! 新しい軽トラの形‼

脚立や角材など長尺物を安全に積む。

より多くの荷物を運び、大切な道具を守る。

仕事と言えば軽トラック。現場の声を形にしより頼もしいパートナーへ。

自転車やサーフボードを積む。

キャンプ道具を満載して奥地を目指す。

軽トラなら行けるところ無限大。
これまでアウトドアと無縁だった軽トラを遊びと結び付けた新しいスタイル



話題のカー用品が勢ぞろい‼
と

と宮作限界価格‼冬特有の「茶色い水垢」もすっきりキレイ‼

コーティングご予約受付中‼

で、すっきりキレイ!

各種サイドメニューも豊富

バイク専用

ネイキッド税込5,000円
税抜4,545円

ｋｅｅｐｅｒ以外の

コーティングにも

施工可能。汚れの

膜を取り除く‼

Mサイズ税込9,070円
税抜8,245円

無塗装樹脂パーツの

色あせを防ぐ!

Mサイズ税込11,600円
税抜10,545円

抜群の撥水効果で雨の日の視界確保!

フロント

Mサイズ税込3,450円
税抜3,136円

白ボケ・黄ばみを

除去して、しっかり守る!

全サイズ税込8,170円
税抜7,427円

小擦り傷から守る。

画面が見やすい。

滑らかな触り心地

片面税込3,000円
税抜2,727円

※取付による作業代金・オプション品は別途になります。

DRV-EM4700

税込 56,650円
税抜 51,500円

デジタルルームミラーを

搭載したドライブレコーダー

DRV-C770R

税込 42,350円
税抜 38,500円

360度+リアカメラで

全方向死角なし

シンプルなデザインの

ベーシックモデル

クラッツィオ シートカバー

2列シート

税込 19,800円
税抜 18,000円

5coior

センターレザーの

高級モデル

センターレザーシートカバー

2列シート

税込 44,000円
税抜 40,000円

MDV-D708BTW

7V形/200㎜ワイドモデル

税込 78,375円
税抜 71,250円

ZDR016

税込 28,490円
税抜 25,900円

前後２カメラモデル

前後コンパクトボディで車内もスッキリ

価格は車種別となります。

担当スタッフまでご相談下さい。

車種専用パーフェクトフィット

美しいデザインで一体感を生む。

H8/H11/H16  LEF402

税込 11,500円
税抜 10,455円

抜群のコスパでしっかり明るい!

HB3/HB4/HIR1/HIR2 HH50B

税込 36,300円
税抜 33,000円

LEDを凌ぐ圧倒的な明るさ!
停電時でも車で家電コンセントが使える!

簡単に変換!

大橋産業

1748

税込 3,850円
税抜 3,500円

DC/ACインバーター

※半導体不足の為入荷日未定。


