
ミシュラン ピレリ ピレリ コンチネンタル ブリヂストン

プライマシー3 P-ZERO チントゥラートP7 プレミアムコンタクト2 POTENZA S001

\91,160
P1 HR

\95,320
P1 VR

\99,800
P1 WR

\113,620
VR

\116,380
WR CPC

\122,960
VR

\128,660
プライマシー4 WR

ミシュラン ピレリ ピレリ コンチネンタル ブリヂストン

プライマシー3 P-ZERO チントゥラートP7 プレミアムコンタクト2 POTENZA S001

\113,620
W.VR

\116,380
HR CPC

\129,520
VR

\135,400
WR

F.225/45-17 （ＲＦＴ）
R.245/40-17 （ＲＦＴ）

ミシュラン ピレリ コンチネンタル ブリヂストン

プライマシー3 チントゥラートP7 スポーツコンタクト5 POTENZA S001

\103,320
CPC5

\136,000
CPC5

\150,960
VR

\157,880
WR

\154,760\130,980F.205/50-17 (RFT)

R.225/45-17 (RFT)
*

YR.WR.VR.HRはそれぞれスピードレンジを表します。

CPC5はコンチプレミアムコンタクト5での製造です。

CPC2はコンチプレミアムコンタクト2での製造です。
上記価格は工賃（組み換え、バランス、取り付け、バルブ交換）廃タイヤ処理代の入った税込みの総額となります。

225/45-18 （ＲＦＴ） \162,800 \189,240 \184,640

205/55-17 (RFT) \117,640 \118,800 *

ＢＭＷ　2シリーズアクティブ、グランドツアラー（Ｆ45.Ｆ46）価格表

205/60-16 (RFT) * \99,440 *

\175,360

CPCはプレミアムコンタクトでの製造です。
WR.VR.HRはそれぞれスピードレンジを表します。

上記価格は工賃（組み換え、バランス、取り付け、バルブ交換）廃タイヤ処理代の入った税込みの総額となります。

* * * *

\115,960

225/45-17 (RFT) \138,200 * \165,010 \161,320

205/55-16 (RFT) \107,360 * \116,900

P1はチントゥラートP1.CPCはプレミアムコンタクトでの製造です。
WR.VR.HRはそれぞれスピードレンジを表します。

上記価格は工賃（組み換え、バランス、取り付け、バルブ交換）廃タイヤ処理代の入った税込みの総額となります。

ＢＭＷ　1シリーズ（F20）価格表

\115,960

\145,560

205/55-16 (RFT) \104,720 * \116,900

ミスタータイヤマン三鷹店　BMW 車種別ランフラットタイヤ価格表
ＢＭＷ　1シリーズ（E87）価格表

195/55-16 (RFT) \123,080 * \112,860 \114,240



ミシュラン ミシュラン ピレリ ピレリ コンチネンタル ブリヂストン

PS2 プライマシー3 P-ZERO チントゥラートP7 スポーツコンタクト5 POTENZA S001

\113,640
VR

\116,400
WR

F.225/45-17 (RFT)
F.255/40-17 (RFT)

F.225/40-18 （ＲＦＴ） \178,540
R.255/35-18 （ＲＦＴ） PS3

F.225/35-19 （ＲＦＴ）
R.255/30-19 （ＲＦＴ）

ミシュラン ピレリ コンチネンタル ブリヂストン

プライマシー3 チントゥラートP7 スポーツコンタクト5 POTENZA S001

\103,320
(CPC5)

\141,280
HR

\148,520
VR

\154,600
WR

\150,960
VR

\157,880
WR

\177,220
VR

\185,700
WR

ＢＭＷ　3シリーズ（E90）価格表

ＢＭＷ　3シリーズ（F30）価格表

CPC5はコンチプレミアムコンタクト5での製造です。
WR.VR.HRはそれぞれスピードレンジを表します。

上記価格は工賃（組み換え、バランス、取り付け、バルブ交換）廃タイヤ処理代の入った税込みの総額となりま

R.255/40-18 （ＲＦＴ）

F.225/45-18 （ＲＦＴ）
* \209,250 \214,660

225/45-18 （ＲＦＴ） \160,160 \187,240 \184,640

225/50-17 （ＲＦＴ） \138,120 \144,340 \149,640

上記価格は工賃（組み換え、バランス、取り付け、バルブ交換）廃タイヤ処理代の入った税込みの総額となります。

205/60-16 （ＲＦＴ） * \99,440 *

* *

YR.WR.VR.HRはそれぞれスピードレンジを表します。

* \250,140 *

\155,460 \175,360

* \212,460 * \221,560 \220,500

* * \186,040 *

205/55-16 (RFT) * \107,360 * * \115,950



ミシュラン ミシュラン ピレリ ピレリ コンチネンタル ブリヂストン

PSS プライマシー3 P-ZERO チントゥラートP7 スポーツコンタクト5 POTENZA S001

\141,260
HR

\148,520
VR

\155,780
WR

\211,440
YR

\205,200
WR

F.245/40-18 (RFT)
R.275/35-18 (RFT)

ミシュラン ピレリ ピレリ コンチネンタル ブリヂストン

プライマシー3 P-ZERO チントゥラートP7 スポーツコンタクト3 POTENZA S001

225/55-17 (RFT) \133,060 * \130,920 * \144,460
245/45-18 (RFT) \186,630 * \181,000 \202,090 \204,520

F.245/45-18 (RFT)
R.275/40-18 (RFT)
F.245/40-19 (RFT)
R.275/35-19 (RFT)

上記価格は工賃（組み換え、バランス、取

ミシュラン ピレリ ピレリ コンチネンタル ブリヂストン

プライマシーHP P-ZERO チントゥラートP7 スポーツコンタクト3 POTENZA S001

225/55-17 (RFT) \130,440 * \130,920 * \144,480
245/45-18 (RFT) \180,000 * \181,000 \202,090 \204,520

F.245/45-18 (RFT)
R.275/40-18 (RFT)
F.245/40-19 (RFT)
R.275/35-19 (RFT)

ミシュラン ピレリ ピレリ コンチネンタル ブリヂストン

プライマシー3 P-ZERO チントゥラートP7 スポーツコンタクト3 POTENZA S001

245/45-18 (RFT) \186,630 * \181,000 \202,090 \204,520
F.245/45-18 (RFT)
R.275/40-18 (RFT)
F.245/40-19 (RFT)
R.275/35-19 (RFT)

\260,040

上記価格は工賃（組み換え、バランス、取り付け、バルブ交換）廃タイヤ処理代の入った税込みの総額となります。

\231,100 \259,300 \245,130 *

\208,340 * \209,520 \229,630 \232,820

ＢＭＷ　6シリーズ（F12）価格表

上記価格は工賃（組み換え、バランス、取り付け、バルブ交換）廃タイヤ処理代の入った税込みの総額となります。

\238,200

\228,460 \259,300 \245,130 * \246,740

\205,700 * \209,520 \229,630

\260,040

ＢＭＷ　5シリーズ（E60）価格表

ＢＭＷ　5シリーズ（F10）価格表

\231,100 \259,300 \245,130 *

上記価格は工賃（組み換え、バランス、取り付け、バルブ交換）廃タイヤ処理代の入った税込みの総額となります。

\208,340 * \209,520 \229,630 \232,820

\223,020 \219,200

* * \227,160 * * *

245/40-18 (RFT) \218,620 \204,300 \188,960

225/50-17 (RFT) * \140,770 * \144,440 \149,640

ＢＭＷ　5シリーズ（G30）価格表



ミシュラン ピレリ ピレリ コンチネンタル ブリヂストン

プライマシー3 P-ZERO チントゥラートP7 スポーツコンタクト3 POTENZA S001

\141,280
HR

\148,520
VR

\155,800
WR

\151,360
SC3

F.245/45-19 (RFT)

SC3

F.245/40-20 (RFT)
R.275/35-20 (RFT)
F.245/35-21 (RFT) \367,330
R.275/30-21 (RFT) PSS

ミシュラン ピレリ コンチネンタル ブリヂストン

プライマシー3 チントゥラートP7 スポーツコンタクト5 POTENZA S001

\141,260
HR

\148,520
VR

\155,780
WR

\150,940
VR

\157,850
WR

\177,220
VR

\185,660
WR

ミシュラン ピレリ コンチネンタル ブリヂストン

プライマシー3 チントゥラートP7 スポーツコンタクト6 POTENZA S001

\130,920
WR

\130,920
YR CPC2

225/50-17 (RFT) \140,770 *

CPC2はコンチプレミアムコンタクト2での製造です。

ＢＭＷ　X1（F48）X2(F39)価格表

上記価格は工賃（組み換え、バランス、取り付け、バルブ交換）廃タイヤ処理代の入った税込みの総額となります。

ＢＭＷ　X1（E84）価格表

CPC2はコンチプレミアムコンタクト2での製造です。
WR.VR.HRはそれぞれスピードレンジを表します。

上記価格は工賃（組み換え、バランス、取り付け、バルブ交換）廃タイヤ処理代の入った税込みの総額となりま

225/50-18 （ＲＦＴ） \138,200 \146,120 \183,000 \159,160

225/55-17 （ＲＦＴ） \133,060 \153,260 \144,480

WR.VR.HRはそれぞれスピードレンジを表します。

\149,640\141,800

245/50-18 (RFT) \153,620 \174,160 * \171,680

R.275/40-19 (RFT)

F.225/45-18 （ＲＦＴ）
* \209,520 \214,660

R.255/40-18 （ＲＦＴ）

225/45-18 （ＲＦＴ） \160,160 \187,240 \184,640

225/50-17 （ＲＦＴ） \140,770 \14,340 \149,640

\348,120 * * *

* \303,610 * * \305,840

\222,110 \242,020 \234,900*

上記価格は工賃（組み換え、バランス、取り付け、バルブ交換）廃タイヤ処理代の入った税込みの総額となりま

ＢＭＷ　7シリーズ（G11/G12）価格表

\242,540


