
3-PIECE COLLECTION

MODEL 17” 18” 19” 20” 21” 22” 24”

SERIES S1    ¥370,000 ¥384,800 ¥399,600 ¥414,400 ——

SERIES S2 / S2H   —— —— —— ¥429,900 ¥444,000 ¥458,800 ¥488,400

SERIES RS3  —— —— ¥292,600 ¥308,000 ¥323,400 ¥338,800 ¥369,600

VINTAGE —— ¥310,800 ¥325,600 ¥340,400 ¥355,200 ¥370,000 ——

CLASSIC ¥200,200 ¥215,600 ¥231,000 ¥246,400 ¥261,800 ¥277,200 ——

SERIES C1 —— ¥231,000 ¥246,400 ¥261,800 —— —— ——

540 SERIES ¥184,800 ¥200,200 ¥215,600 ¥231,000 ¥246,400 ¥261,800 ¥292,600

Ringbrothers  RECOIL   —— ¥277,200 ¥292,600 ¥308,000 ¥323,400 ¥338,800 ——

Ringbrothers  RECOIL with Ring —— ¥303,400 ¥318,200 ¥333,000 ¥347,800 ¥362,600 ——

Ringbrothers  G-CODE —— ¥296,000 ¥310,800 ¥325,600 ¥340,400 ¥355,200 ——

* SUV Rated　太文字

基本価格
保証期間 1年間

センターキャップ・・・・・・・・・・・・・・・ レッド/ホワイト/ブルー（標準）   ブラック/シルバ－

センターディスク・・・・・・・・・・・・・・・ ＨＲＥ スタンダードパウダーコート

     グロス（艶有) 　　　　- 　　　　　ブラック、ホワイト、チャコール、シルバー、ブロンズ、ゴールド、レッド

     サテン（艶消）　　　　- 　　　　　ブラック、チャコール、シルバー、ブロンズ、ゴールド

     テクスチャー（粗目）　　 -　　　ブラック

アウターリム仕上げ・・・・・・・・・・・・・・ Polished Clear、　HREスタンダードパウダーコート

インナーリム仕上げ・・・・・・・・・・・・・・ 素地　　　　＊オプションのインナーリム塗装をお勧めします。

ボルト、ナット座面・・・・・・・・・・・・・・・ 純正対応、60°テーパー選択可能

TPMSマウント・・・・・・・・・・・・・・・・・・TPMSセンサー対応　　*一部ブラケット仕様

ボルト/ナット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付属しません。

エアバルブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付属しません。

オプション価格

センターディスク アウターリム インナーリム

Stone    ¥22,000 ¥8,500 ¥15,000

Brushed  ¥57,600 ¥15,000 ¥22,000

Polished  ¥72,000 ¥15,000 ¥22,000

Powder-Coat STD STD ¥15,000

Two-Tone Finishes
Brushed （表面） + Stone（側面） ¥36,000  (色変更は￥57,600)

Brushed （表面）　+ STD Powder-Coat（側面） ¥72,000 - -

Brushed （表面）　+ Polished (側面） ¥72,000 - -

センターロック仕様 ¥30,000 *PORSCHE 991/997  (HRE指定サイズ）

ピアスボルト ¥14,500 Powder-Coat ¥47,250 Titanium Bolts

Ferrari純正CAP用　アダプター ¥15,000

ビレットセンターキャップ ¥15,000

カーボンセンターキャップ ¥22,500

エアバルブ ¥1,500

HRE センターキャップ（補修用） ¥6,000 *ホイールのシリアル#が必要となります。

 COLOR  (Stone, Brushed, Polished  Transparent Color)  　　　　　*下記の色を選択できます。  GLOSS 艶有 / FROZEN 艶無

   Clear         Dark Clear        Gold        Champagne       Bronze         Copper 　   　  Orange     Green/iLectric Blue   　 　 Blue       　   Purple   　       Red

JWL　対応品

　　　HRE WHEELS HRE PERFORMANCE WHEELS Authorized Distributor　BOOM ENTERPRISES INC.,　2019.3

         2019 HRE PERFORMANCE WHEELS 　新価格表

(税抜1本価格)



MONOBLOK  COLLECTION

MODEL 17” 18” 19” 20” 21” 22” 23”

SERIES P1SC   NEW — — ¥355,200 ¥370,000 ¥384,800 ¥399,600 ¥414,400

SERIES P1 — — ¥325,600 ¥340,400 ¥355,200 ¥370,000 —

SERIES P2       — — — ¥414,400 ¥429,200 ¥444,000 —

SERIES RS2M/RS3M — — ¥277,200 ¥292,600 ¥308,000 ¥323,400 —

SERIES R1       ¥296,000 ¥310,800 ¥325,600 — — — —

SERIES R1 LIGHTWEIGHT ¥325,600 ¥340,400 ¥355,200 ¥370,000 ¥384,800 — —

SERIES RC1       ¥200,200 ¥215,600 ¥231,000 ¥246,400 — — —

VINTAGE SERIES ¥281,200 ¥296,000 ¥310,800 ¥325,600 ¥340,400 ¥355,200 —

CLASSIC SERIES ¥184,800 ¥200,200 ¥215,600 ¥231,000 ¥246,400 ¥261,800 —

SERIES TR1      — — — ¥325,600 ¥340,400 ¥355,200 ¥370,000

Ringbrothers  RB1 — — ¥292,600 ¥308,000 ¥323,400 ¥338,800 —

8.0～ 8.0～ 8.5～ 8.5～ 8.5～ 9.0～

* SUV Rated　太文字

基本価格

保証期間 1年間

センターキャップ・・・・・・・・・・・・・・・・ レッド/ホワイト/ブルー（標準）   ブラック/シルバ－

標準色・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＨＲＥ スタンダードパウダーコート

     グロス（艶有) 　　　　- 　　　　　ブラック、ホワイト、チャコール、シルバー、ブロンズ、ゴールド、レッド

     サテン（艶消）　　　　- 　　　　　ブラック、チャコール、シルバー、ブロンズ、ゴールド

     テクスチャー（粗目）　　 -　　　ブラック

ボルト、ナット座面・・・・・・・・・・・・・・ 純正対応、60°テーパー選択可能

TPMSマウント・・・・・・・・・・・・・・・・・ TPMSセンサー対応

ボルト/ナット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 付属しません。

エアバルブ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 付属しません。

オプション価格

Stone        ¥22,000

Brushed   ¥57,600

Polished  ¥72,000

Two-Tone Finishes

Brushed　（表面）　+  Stone（側面） ¥36,000  (色変更は￥51,000)

Brushed　（表面）　+  STD Powder Coat（側面） ¥72,000

Brushed　（表面）　+  Polished (側面） ¥72,000

センターロック仕様 ¥30,000 *PORSCHE 991/997  (HRE指定サイズ）

Ferrari純正CAP用　アダプター ¥15,000

ビレットセンターキャップ ¥15,000

カーボンセンターキャップ ¥22,500

エアバルブ ¥1,500

HRE センターキャップ（補修用） ¥6,000 *ホイールのシリアル#が必要となります。

 COLOR  (Stone, Brushed, Polished  Transparent Color)  　　　　　*下記の色を選択できます。  GLOSS 艶有 / FROZEN 艶無

   Clear         Dark Clear         Gold         Champagne        Bronze          Copper    　     Orange     Green/iLectric Blue       Blue       　   Purple   　       Red

JWL　対応品

　　　HRE WHEELS HRE PERFORMANCE WHEELS Authorized Distributor　BOOM ENTERPRISES INC.,　2019.3

         2019 HRE PERFORMANCE WHEELS 　新価格表

(税抜1本価格)


