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ブラック（BK）ブラック（BK） オールセミグロスブラック（ASB）オールセミグロスブラック（ASB） ハイパーグロス（HG）ハイパーグロス（HG）

ブラックポリッシュ（BP）ブラックポリッシュ（BP） ハイパーグロス（HG）ハイパーグロス（HG）

ブラックポリッシュ（BP）ブラックポリッシュ（BP）

ブラックポリッシュ（BP）ブラックポリッシュ（BP）

ブラックマシニング（BKM）ブラックマシニング（BKM）

プラチナムポリッシュ（HPP）プラチナムポリッシュ（HPP）

15インチ（BKM）15インチ（BKM）15インチ（HB）15インチ（HB）15インチ（BK）15インチ（BK）

ブラックポリッシュ（BP）ブラックポリッシュ（BP）

セミグロスガンメタリック〈SGM〉セミグロスガンメタリック〈SGM〉

（RC）（RC）

（HG）（HG）

（PT）（PT）

（WP）（WP）

（BRP）（BRP）

（CR）（CR） （SBC）（SBC）

（SBZ）（SBZ）

（SGM）（SGM）

▲ EX専用センターキャップ
　 （ブラック／シルバー）

￥38,500

￥44,000

ES-16【1PC】

ブラックポリッシュ（BP）

ハイパーグロス（HG）

ESSEX
WHEEL ES SIZE 16inch（16×7J+43）

ES‒16 ハブ径106.2φ レンチ径28.5φ ハブ高22㎜

ブラックポリッシュ（BP）

プラチナムポリッシュ（HPP）

ESSEX
WHEEL EJ SIZE

EJ‒17 ハブ径106.2φ レンチ径29φ ハブ高24㎜
ハブ径106.2φ レンチ径29φ ハブ高29㎜EJ‒18

EM‒17 ハブ径106.2φ レンチ径29φ ハブ高26㎜
ハブ径106.2φ レンチ径29φ ハブ高31㎜

※ＥＭ-20は2016年に廃番となりました。
※ホワイトポリッシュ（WP)は2019年に廃番となりました。
※シルバーポリッシュ（SP)・ハイパーグロス（HG)は2021年に廃番となりました。

※EC-17 SBC・EC-18 PT/WP・EC-20 PT/SGM/WP/CR/SBCは2019年に廃番となりました。

EM‒18

● 価格は 1本の金額（税込）です。
● JWL、JWL-T、VIA規格適合品
● 付属センターキャップはブラックです。
● ホイール購入時にセンターキャップのカラー変更が可能です。＋550円（1本あたり） 、レッドクリアキャップは＋1,100 円（１本あたり）

● 価格は1本の金額（税込）です。　● JWL、JWL-T、VIA規格適合品
● 付属センターキャップはブラックです。　● ホイール購入時にセンターキャップのカラー変更が可能です。
　 ＋550円（1本あたり） 、レッドクリアキャップは＋1,100円（１本あたり）

￥49,500 ￥44,000

EJ-18【1PC】 EJ-17【1PC】

18inch（18×8J+38） 17inch（17×7J+43）

￥55,000 ￥49,500

ESSEX
WHEELEC
SIZE 20inch（20×8.5J+18） 17inch（17×6.5J+38）18inch（18×7.5J+38）

EC‒17 ハブ径 106.2φ レンチ径 29φ ハブ高 27 ㎜
ハブ径 106.2φ レンチ径 29φ ハブ高 27 ㎜EC‒18

ハブ径 106.2φ レンチ径 29φ ハブ高 33 ㎜EC‒20

ハブ径 106.2φ レンチ径 29φ ハブ高 34.6 ㎜ (CAP 裏部まで）EX‒15
ハブ径 106.2φ レンチ径 29φ ハブ高 33.6 ㎜ (CAP 裏部まで）EX‒16

￥38,500ブラック（BK)

ESSEX
WHEELEX SIZE 16inch（16×6.5J+38）

￥44,000

EX-16【1PC】

オールセミグロスブラック〈ASB〉
ハイパーグロス〈HG〉/セミグロスブロンズ〈SBZ〉
セミグロスガンメタリック〈SGM〉

￥33,000
ブラック（BK)
ハイパーグロス（HB）

ESSEX
WHEELEX SIZE 15inch（15×6J+33）

￥38,500

EX-15【1PC】

ブラックマシニング〈BKM〉

● 価格は 1本の金額（税込）です。　● JWL、JWL-T、VIA規格適合品
● BK/BKMの付属センターキャップはブラック
● HGの付属センターキャップはシルバー
● ホイール購入時にセンターキャップのカラー変更が可能です。
　 ＋550円（1本あたり） 、レッドクリアキャップは＋1,100円（１本あたり）

● 価格は 1本の金額（税込）です。　● JWL、JWL-T、VIA規格適合品
● BK/ASB/SBZ/SGMの付属センターキャップはブラック
● HGの付属センターキャップはシルバー　● ホイール購入時にセンターキャップのカラー変更が可能です。
　 ＋550円（1本あたり） 、レッドクリアキャップは＋1,100円（１本あたり）

セミグロスブロンズ〈SBZ〉セミグロスブロンズ〈SBZ〉

EC-20は“8.5J+18”のサイズの為、25mmオーバーフェンダーサイズです。ホイールデザインにリムオーバースポークを採用している為、25mmフェンダーからス
ポーク部分が突出します。GLグレードの車両に取付の場合は、スライドドア全開時にドア部トリムがスポークと干渉する恐れがありますので、スライドドアヒンジや
ドアストッパーなどの加工をおススメします。

ブラックポリッシュ（BP）

ブラックマシニング（BKM）

ESSEX
WHEEL EM SIZE

￥49,500 ￥44,000

EM-18【1PC】 EM-17【1PC】

18inch（18×8J+38） 17inch（17×7J+43）

￥60,500 ￥55,000

キャンディレッド（CR）キャンディレッド（CR） ブロンズクリア（BZC）ブロンズクリア（BZC） グレークリア（GRC）グレークリア（GRC）

1PIECE WHEEL

ハイパーグロス（HG）ハイパーグロス（HG） プラチナムポリッシュ（HPP）プラチナムポリッシュ（HPP）マットシルバーポリッシュ（MSP）マットシルバーポリッシュ（MSP）ブラックポリッシュ（BP）ブラックポリッシュ（BP）

ブロンズポリッシュ（BZP）ブロンズポリッシュ（BZP） ペールブラウンポリッシュ（PBP）ペールブラウンポリッシュ（PBP） エターナルブルーパールポリッシュ（EBP）エターナルブルーパールポリッシュ（EBP）ガンメタリックポリッシュ（GMP）ガンメタリックポリッシュ（GMP）

ブラックリム
フランジポリッシュ（BRP)
ハイパーグロス（HG）
セミグロスブロンズ（SBZ）

ブラックリムフ
ランジポリッシュ（BRP)
ハイパーグロス（HG）
セミグロスブロンズ（SBZ）
セミグロスガンメタリック（SGM）

ブラックリム
フランジポリッシュ（BRP)
ハイパーグロス（HG）
プラチナム（PT）
セミグロスブロンズ（SBZ）
セミグロスガンメタリック（SGM）
ホワイトポリッシュ（WP）

ブラックポリッシュ（BP） ブラックポリッシュ（BP） ブラックポリッシュ（BP）

レッドクリア（RC）

￥60,500 ￥44,000￥49,500

レッドクリア（RC）
キャンディレッド（CR）

エスビーシー（SBC）

レッドクリア（RC）
キャンディレッド（CR）

￥66,000

￥71,500

￥66,000

￥60,500

￥55,000

￥55,000

￥49,500

EC-17【1PC】EC-18【1PC】EC-20【1PC】

※ブラックポリッシュ（BP)/ブラックセンターポリッシュ（BCP)/プラチナム（PT)は2019年に廃番となりました。

● 価格は1本の金額（税込）です。
● JWL、JWL-T、VIA規格適合品
● 付属センターキャップはブラックです。
● ホイール購入時にセンターキャップのカラー変更が可能です。＋550円（1本あたり） 、レッドクリアキャップは＋1,100円（１本あたり）

※ES-20は2015年、ES-18は2019年に廃番となりました。
※プラチナム（ＰＴ）/ブロンズポリッシュ（ＢＺＰ）/ホワイトポリッシュ（ＷＰ）は2019年に廃番となりました。
※ブラックブラッシュド（BKB）は2021年に廃番となりました。

● 価格は 1本の金額（税込）です。
● JWL、JWL-T、VIA規格適合品
● 付属センターキャップはブラックです。
● ホイール購入時にセンターキャップのカラー変更が可能です。＋550円（1本あたり） 、レッドクリアキャップは＋1,100円（１本あたり）

※EJ -19は2016年に廃番となりました。
※ハイパーグロス（ＨＧ）／マットブロンズポリッシュ（ＭＺＰ）／マットブラックポリッシュ（ＭＢＰ）は2019年に廃番となりました。
※ブラックポリッシュマシニング（BPM）は2021年に廃番となりました。

ESSEX
WHEELEW

￥55,000 ￥49,500

EW-19【1PC】 EW-18【1PC】

ブラックポリッシュ（BP）

ハイパーグロス（HG）・マットシルバーポリッシュ（MSP）
プラチナムポリッシュ（HPP）・ブロンズポリッシュ（BZP）
ガンメタリックポリッシュ（GMP）
ペールブラウンポリッシュ（PBP）
エターナルブルーパールポリッシュ（EBP）

キャンディレッド（CR）・ブロンズクリア（BZC）
グレークリア（GRC）

SIZE 19inch（19×8.5J+18） 18inch（18×7.5J+43）

￥66,000 ￥60,500

￥60,500

￥44,000

EW-17【1PC】

17inch（17×6.5J+38）

￥55,000

￥49,500￥55,000

ハブ径106.2φ レンチ径30φ ハブ高27㎜EW‒18

ハブ径106.2φ レンチ径30φ ハブ高27㎜EW‒17

ハブ径106.2φ レンチ径30φ ハブ高32.5 ㎜EW‒19 ● 価格は1本の金額です。表示価格はすべて税込み価格です。
● JWL、JWL-T、VIA規格適合品（19inchにはJWL-T規格はありません）
● 付属センターキャップはブラックです。ホイール購入時にセンターキャップのカラー変更が可能です。
　 ＋550円（1本あたり）、レッドクリアキャップは＋1,100円（１本あたり）センターキャップ：ブラック／レッド／シルバー／レッドクリア









表示価格はすべて税込価格です。

フェンダーカバー　ESSEXロゴ

ナロー S-GL用
￥18,700ハイエース:ナロー/ワイド共通　全年式・グレード対応

1型～6型

ES-2030

HONEST×ESSEXコラボ　ガラスリッド

ハイエース用
￥16,830CRS：CRS-1027-01/ESSEX：ES-1014-01　

助手席フットアップフロアパネル・フットアップフロアパネル専用フロアマット助手席のみ

助手席フットアップフロアパネルナロー S-GL用
￥29,700ハイエースナロー　全年式・グレード対応

1型～6型

ES-2104 フットアップフロアパネル専用フロアマット助手席のみ
￥7,700～￥8,250ナロー　S-GLcrs-mat105-02～

シートベルトパット　ESSEXロゴ入

汎用タイプ ￥3,850

1型～6型

ES-2029

ギャップレスクッション　ブラック　ESSEXロゴ入

汎用タイプ ￥2,200

1型～6型

ES-2028

K&P×CRSコラボ　オイルフィルター

TRH/GDH用 2.0/2.7ガソリン・2.8ディーゼル ￥21,450

1型～6型

CRS-7030-01

モーションコントロールビーム（フロント・リアセット）

ナロー用 ￥115,500crs-4101-01

ワイド用 ￥126,500crs-4101-01

KDH用　2.5/3.0ディーゼル ￥24,200CRS-7030-02

全年式・グレード対応

1型～6型

1型～6型

ESSEX for CARAVAN

■ 2ピースシェルナット（ロックナット付/ソケット付）　

19HEXアルミシェル

17HEXコアナットSCM435

● ミドルタイプ：６穴用24本入り
￥22,000・・・・・・・・・

【ミドルタイプ】
全長53mm

クローズド
エンドタイプ

※アルミシェルの形状は2種類あります。

ローレットタイプ

● 17HEXコアナット（1個） ￥440・・・・・・・・・

￥935・・・・・・・・・

￥660・・・・・・・・

￥550・・・・・・・・・・・・・・

￥1,650・・・

￥715・・・

ロックナット用
キーアダプター

アルミシェル用アダプター

コアナット用
アダプター

※ロックナットのご購入に関しては
　事前にお問合せ下さい。

【補充用部品】

〈ローレット〉ES-3028B01

ES-3028B06

ES-3028B05

〈樹脂製〉ES-3028B07
〈金属製〉ES-3028B08

〈1.25〉ES-3049B04

〈1.25〉ES-3049B03

Ｍ12×1.25
〈ローレット〉ES-3049-01～
〈クローズ〉  ES-3049-02～

● ミドルタイプ：5穴用20本入り
￥18,700・・・・・・・・・Ｍ12×1.25

〈ローレット〉ES-3050-01～
〈クローズ〉  ES-3050-02～

● ミドルタイプ：4穴用16本入り
￥16,500・・・・・・・・・Ｍ12×1.25

〈ローレット〉ES-3051-01～
〈クローズ〉  ES-3051-02～

● ショートタイプ：６穴用24本入り
￥20,900・・・・・・・・・Ｍ12×1.25

〈ローレット〉ES-3064-01～

● ショートタイプ：5穴用20本入り
￥17,600・・・・・・・・・Ｍ12×1.25

〈ローレット〉ES-3065-01～

● ショートタイプ：4穴用16本入り
￥15,400・・・・・・・・・Ｍ12×1.25

〈ローレット〉ES-3066-01～

● ロングタイプ：６穴用24本入り
￥25,300・・・・・・・・・Ｍ12×1.25

〈ローレット〉ES-3055-01～

● ロングタイプ：5穴用20本入り
￥24,200・・・・・・・・・Ｍ12×1.25

〈ローレット〉ES-3056-01～

● ロングタイプ：4穴用16本入り
￥23,100・・・・・・・・・Ｍ12×1.25

〈ローレット〉ES-3057-01～

● アルミシェル用アダプター

● ロックナット（1個）

● ロックナット用キーアダプター

● コアナット用アダプター

SV GL PK RD PP BL BK

● １９ＨＥＸアルミシェル（各色1個）

ミドルタイプ【全長53ｍｍ】

SV GL PK RD PP BL BK

ショートタイプ【全長35ｍｍ】

ロングタイプ【全長75ｍｍ】

（全長48mm）6穴用　24本入り
■ レーシングナット （ロックナット付）

￥14,850

・・・・・・・

ブラッククローム クローム

〈1.25〉ブラッククローム ：ESC-3001-09／クローム：ESC-3001-10

■ フロアマット

運転席と助手席にはESSEXのエンブ
レム付。マットカラーはなんと全39
色。フチカラーも10色から選ぶこと
ができて390パターンの組み合わせ
が可能です!!フチカラー標準設定はブ
ラック、その他カラーも選択可能。カ
ラーの詳細は、CRSホームページで
確認可能です。

ナロー 用
・・・¥74,800

（1）380ｍｍ　（2）410ｍｍ

（3）450ｍｍ　（4）480ｍｍ

（5）530ｍｍ

■ カスタムベッドキット

CRSC-2101

ナローPGX用
※装着画像はハイエースです ¥16,500CRS-MAT104

■ Ⅰ 型～Ⅲ型用サイドバイザー
・・・・・・・・￥13,200CRSC-1001

■  Ⅰ 型～Ⅲ型用リアウィング【ABS製】
シボ ESC-1105-ST

￥36,300カーボンレイヤー ESC-1105-CL 各

各

全てアダプターポーチ付き

※高さの数値は床下からベッド
  下までの数値
※5段階の高さ調整が可能です。

フィルターには医療用にも採用される35ミクロンの穴を均等に並べた「304ステンレスフィルター」を採用。
ステンレス製のフィルターはオイルを吸収せず、また熱による膨張率も均一なため、一般的な『紙繊維製フィルター』に対し、約7倍
の透過効率を実現し、循環効率を最適化することで冷却効率をアップさせています。
フィルタ底部には「ネオジムレアアース磁石」も搭載するため、強力にスラッジを捕らえ、大事なエンジンを保護します。
またトップ部分には緊急時用ワンウェイバルブを装備。万が一何らかの理由でフィルター面が完全に目詰まりを起こしてしまっても
オイルの潤滑は止まらず、エンジンブローを防止します。

14段ショックで乗り心地改善を追求してきましたが、ハ
イエースはボディ全長も長く右左折時のロールや荒れ
た路面からの振動など細かな点で解消しきれていな
かったのも事実です。
そこで今回TRDでもコラボしているMCBとハイエース
専用のボディーダンパーの開発に着手し、ここに完成い
たしました。「右左折や車線変更時にハンドルを切った方
向にボディがしっかりと付いてくる」「凹凸の多い道を走
行した際も明らかに振動が少なくなった」と試していた
だいた方の高評価も頂いております。
ハイエースならではの乗り心地の不満点を、ハイエース
専門店「シーアールエス」の知見とMCBの特性を組み
合わせ、活かすことで解消することが可能になりました。

￥49,500マットブラック ESC-1107-01／カーボンレイヤー ESC-1107-02

・・・・・

¥15,400
■ Ⅱ 型用グリルカバー

アッパー　ESC-1106-01／ロアー　ESC-1106-02

・・・￥66,000

■ Ⅰ 型～Ⅲ型用リーガルフェンダー【ABS製】

ホワイト〈QAB〉 ESC-1003-01

・・・・・・・・・・・￥46,200未塗装 ESC-1003

・・・・・・・￥58,300

■ Ⅰ 型～Ⅲ型用オーバーフェンダー【ABS製】

■ Ⅲ型用フロントバンパーガード【AES製】
・・・￥49,500未塗装　ESC-1103

■ Ⅰ 型～Ⅲ型用バッドパネル【ABS製】

シボピアスボルト付 ESC-1001-AP

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥49,500未塗装 ESC-1001

各

各 ¥6,600
■ Ⅱ 型用エンブレムカバー

穴有　ESC-1106-03／穴無　ESC-1106-04

■ Ⅰ 型用フロントリップスポイラー【ABS製】

出幅：25㎜　下がり値：20㎜ 出幅：6㎜　下がり値：20㎜

￥37,400未塗装　ESC-1101 ・・・

各

SV GL PK RD PP BL BK

2423
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