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ワンピース鍛造ホイールは、その構造

コクピット２１世田谷店では、バルブからの空
気漏れ防止のために、ホイールへのバルブ装着
もトルクレンチを使用する。
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人気の７本、 本スポークモデルに加
えて、さらに洗練された７スプリット１４
本スポークモデルも、プロドライブから
リリース開始。鍛造、軽量、高精度、高
強度・高剛性のコンセプトは同じくして、
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ホイールの下に敷いてあるピンク色のスポンジ
は、作業時のリムへの小傷防止用。手際良い作
業の中にも気遣いが感じられる。
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SHOP DATA

前人未到の６リッター公認車検も首尾良く合格！ 次に控え
し最強ブレーキ計画には、ホイールの「インチアップ」が必
須となる。そして、憧れのホイールを装着するためには、ハ
ブ加工さえいとわない。さらに最先端のタイヤ空気圧セン
サーを他誌に先駆けて先行紹介！

PRODRIVE GC-010E FORGED MODEL
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バランサー組み込み時にも傷防止の配慮。作業
してくれた山浦さんは、メーカー広報車のタイ
ヤ交換も依頼されるほどのエキスパート。
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一番お手軽な
ＰＣＤ変換アダプター

よる重量増やオフセット変更がない

PCD 変換アダプター

あるため、タイヤ交換、ホイール交

技術力のあるショップに任せたいＰＣＤの変更

全には大事なのは分かっていても、

けの商品であると言えよう。

状況下にあるから、まさにうってつ

装着することが可能である。

タップを立て、国産車用のホイール
を履けるようにした。

超扁平タイヤユーザーにとってのマストアイテム
国モデルでは装着されてきたが、さ

タイヤ空気圧と温度を測定するための４個のワイヤレスセンサーとレシーバー。オプショ
ンで交換用タイヤ用の追加センサーも用意。価格は 49,800 円となっている。

イヤプレッシャーモニタリングシステ

今世紀初頭の米国でのＳＵＶ車の

電波法適合のワイヤレス
タイ ヤ 空 気 圧 監 視 装 置

憧れの「プロドライブ」ホイール装着のために、乾坤一擲、ハブ加工をす
ることにした。重量増のデメリットもなく、強度抜群、ホイールは無加工で
OK の究極の方法である。併せてほかのオルタナティブも紹介！

古くはポルシェなど一部の車種で本
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http://www.tuningpowers.jp
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■アッソインターナショナル TEL.03-5919-1582 http://www.tp-checker.jp/

ホイールボルト穴の
オフセット加工
２２２１
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茨城県ひたちなか市にある「ヨシダコーサン」は、
PCD アダプター変換、ホイール加工、ホイールリペア
など高い技術を持つショップだ。

穴のオフセット加工を行なっている。60 度テー
パーの穴加工（ホイール１本 12,600 円）や、
座面の陥没を防ぐブッシュ加工（追加１穴 350
円）も可能。納期は１５日程度となる。
17 17

ホイール加工

ヘアライン号も展示決定！Tuning Powers！2007

多数販売されているが、精度が高いもの、メル
セデス用ではハブセンターが付いているものを
お勧めする。他の欧州車は、ホイールのセンター
を合わせるために、ハブに勘合用のリブが設け
られているのためである。
特定小電力の新帯域 449.775Mhz を使用して、センサー
から３秒ごとにタイヤを監視する。温度誤差は±４度、圧
力誤差は±１０Kpa となる。

ベンツに国産車用ホイールを
装着する究極の方法

タイヤ空気圧と温度を
室内で常時チェックできる

ハブを SST で取り外してから、マシニングでマルチ PCD 加工を行なう。ＥＢＮではハ
ブ単体加工なら１個１万円から。スタッド加工も OK だ。
センサーユニットの重量は 36 グラムと、アルミバルブとで
バランスの影響を極力低減。バッテリーの寿命も３～５年
とロングライフ設定となっている。
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ラインナップ豊富な国産車用ホイールが履ける
TPChecker を装着
けられることとなった。これにより、
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