
F：βtitanium + Titanium T：βtitaniummaterialBM-588model no.

size 54□17-145 (H34.0)

color

WN ブラックボルドー

BL ディープブルー

IPBK IP ブラック

SI ブラッシュシルバー

BL

F：βtitanium T：βtitaniummaterialBM-589model no.

color
GPD ゴールド + 茶デミ転写

CBM コパーブラウンマット

DGY メタルグレー
size 48□18-140 (H39.1)

GPD

F：βtitanium T：βtitaniummaterialBM-590model no.

size 48□18-140 (H40.0)

color

BKM ブラックマット

TGY チタン無垢

GP ゴールド

BKM

F：βtitanium + Titanium T：βtitaniummaterialBM-591model no.

color
LWN ライトワイン / ゴールド

BBR ビターブラウン / ゴールド

ABR アンバーブラウン
+ ライトピンクsize 49□18-132 (H38.3)

LWN

F：βtitanium + Titanium T：βtitaniummaterialBM-592model no.

size 49□18-132 (H34.0)

color

MBR ミルクブラウン
+ ローズブラウン

WN ワイン /GP

OV オリーブ / ゴールド

BK ブラック / ホワイトゴールド

MBR



F：βtitanium + Titanium T：βtitaniummaterialBM-593model no.

color
GPD ゴールド + ブラウンデミ転写

LBR ライトブラウンマット

GPBK ライトゴールドマット
+ ブラックsize 48□18-140 (H39.3)

50□18-140 (H41.0)

GPD

F：βtitanium + Titanium T：βtitaniummaterialBM-594model no.

color
GPD ゴールド + ブラウンデミ転写

LBR ライトブラウンマット

GPBR ライトゴールドマット
+ ブラウンsize 48□18-140 (H42.2)

50□18-140 (H44.0)

LBR

F：Titanium T：βtitaniummaterialBM-595model no.

color
GP ゴールド

IPBR IP ブラウン

IPGY IP グレー
size 53□18-140 (H36.0)

GP

F：βtitanium + Titanium T：βtitaniummaterialBM-596model no.

color
LWN ライトワイン /GP

MBR ミルクブラウン
+ ローズブラウンsize 49□18-132 (H34.2)

GPU

GPU グレーパープル /GP



F：βtitanium T：βtitaniummaterialBM-1001model no.

color

IPBK IP ブラック

GBR ゴールドブラウン

NVGY ネイビーグレー

OV オリーブ

BR ブラウン

GY グレー

size  53□17-140 (H35.0)

BR

F：βtitanium T：βtitaniummaterialBM-1002model no.

color

OV オリーブ

GBR ゴールドブラウン

WN ワイン

IPBK IP ブラック

BR ブラウン

GY グレー

size 52□18-140 (H35.0)

GY



F：βtitanium T：βtitaniummaterialBM-2001model no.

color

C-4 チョコブラウン / ゴールド

C-3 クラレットワイン / ゴールド

C-2 ライトパープル

C-1 ピンク

size 50□17-135 (H37.7)

C-2

F：βtitanium T：βtitaniummaterialBM-2002model no.

color

C-4 ゴールド + ブラックグリーン

C-3 アイスワイン / ライトブラウン

C-2 ライトパープル

C-1 ピンク

size 52□17-135 (H34.7)

C-1

F：βtitanium T：βtitaniummaterialBM-2003model no.

color

C-4 ゴールド + ライトグリーン

C-3 クラレットワイン / ゴールド

C-2 ライトパープル

C-1 ピンク

size 51□18-135 (H34.7)

C-4



F：Acetate + βtitanium T：βtitaniummaterialBM-3001model no.

color

PU ワインパープル /
ライトブラウン

PK スモークピンクマット
/ ホワイトゴールド

BE スモークベージュ
/ ホワイトゴールド

DM ブラウンデミ / ゴールド

size 48□19-137 (H37.8)
コンビ枠

DM

F：Acetate + βtitanium T：βtitaniummaterialBM-3002model no.

color

LBL スモークライトブルー
/ チタングレー

WN ワイン / ゴールド

BE スモークベージュ
/ ホワイトゴールド

DM ブラウンデミ / ゴールド

size 50□17-137 (H34.0)
コンビ枠

BE

F：Acetate + βtitanium T：βtitaniummaterialBM-3003model no.

color

OV オリーブ / ガングレー

GY スモークグレー
/ メタルグレーマット

BK ブラック / ブラッシュゴールド

DM ダークブラウンデミ / ゴールド

size 51□19-142 (H36.7)
コンビ枠

BK

F：βtitanium + Titanium T：βtitaniummaterialBM-3004model no.

color

LG/GY ライトグレー + ダークグレーマット
/ ブラックマット

WG/NV ホワイトゴールド + ネイビーマット
/ ネイビーマット

G/WN ゴールド + ダークワイン
/ レッドマット

WG/BE ホワイトゴールド + ベージュマット
/ ブラウンマット

size 47□18-142 (H40.5)

WG/BE

F：βtitanium + Titanium T：βtitaniummaterialBM-3005model no.

color

LG/BL ライトグレー + ブルー
/ ライトブルーマット

G/BK ゴールド + ブラックマット
/ ブラックマット

WG/PB
ホワイトゴールド
+ ピンクベージュマット
/ ピンクマット

WG/BE ホワイトゴールド + ベージュマット
/ サーモンピンクマット

size 49□18-142 (H43.4)

WG/BE



F：βtitanium T：βtitaniummaterialBM-3006model no.

color

BK/BK IP ブラック
WR/ ブラック

BR/OV IP ライトブラウン
WR/ オリーブ

G/DM ゴールド
WR/ ブラウンデミ

size 42□23-140 (H34.2)
※ウインザーリム
　装着時寸法

G/DM

F：βtitanium T：βtitaniummaterialBM-3007model no.

color

size 44□21-140 (H34.3)
※ウインザーリム
　装着時寸法

PP/PK
PP/PK ピンクブラウン

WR/ クリアピンク

BR/DM クリアライトブラウン
WR/ ブラウンデミ

G/BR ゴールド
WR/ ライトブラウン


