


Confident
The ability Laufenn provides is rooted in its 
uncompromising commitment to quality. When you 
go to work or head out to meet your friends… When 
you go on a trip or venture out to a new place…
Laufenn is there with you everyday providing 
optimized performance and confidence.

Simple
Laufenn is Simple – with no add-ons and nothing 
to spoil your driving experience. Committed to 
the basics, Laufenn offers a pure driving 
experience tailored to for your needs.

Open-minded
Laufenn refuses to accept a one-size-fits-all 
attitude. You know value when you see it and 
are determined to embrace new choices. Making 
Laufenn your choice is transforming your own 
value into a new trend.

Sensible
Laufenn understands your refined taste. You have 
an extraordinary eye for quality – all at a glance. 
Your choices are always solid. Laufenn expresses 
your excellent style and represents your 
fashionable personality.

Laufenn provides the performance you need 
over a wide range of conditions – in your 
everyday life, under any road conditions, 
on or off-road.

When the Blue that represents rational value 
and the Red that represents emotional value 
meet, the Violet of Laufenn is born. Laufenn 
provides smart consumers both practical 
value and satisfaction.

Laufenn ensures an exceptional driving 
experience through optimized performance 
– In any weather or in any season, rain or 
snow, summer or winter.





The Ultra-High Performance All-Season S FIT AS
is designed for drivers looking for top-of-the-line 
performance and optimal fuel economy.

Speed Symbol : W
S.W. : 205~245
Series : 40~55
Inch : 17~18”
UTQG : 500 A A

Ultra High Performance 
All-Season Tire

FEATURES
- Asymmetric tread design
- All-Season: Optimized dry,
 wet and winter performance
- Long tread life
- Excellent stability and handling  
 performance
- Quiet, smooth driving across 
 all road conditions

Wear lifeHandlingComfort

Noise 10

Comfort 10

Fuel Efficiency 8

Wear Life 10

Wet 8

Dry 8

Performance Information



ミニバン・SUV専用タイヤ
非対処パタンのS FIT ASは濡れた路面でもドライビングの楽しさを求めるド
ライバーのため開発されました。

ミニバン・SUVなど背が高い自動
車の特徴、ふらつきを抑制するた
め、外側のショルダ部にストレート
なリーブブロックを入れ、ショルダ・
サイド部の剛性を向上させ、高速
時の直進安定性・ハンドリング性
能を向上。

ふらつき防止デザイン

トレッド面の水の流れを最適化する
ため開発されたグルーブのエッジデ
ザインは濡れた路面での排水性を
向上させ、ウェット制動・コーナーリ
ング性能を向上させました。

４本のストレートグルーブにより、効率
の良い排水性能を実現。センター部に
採用したカーフ（切り込み）により、ＷＥ
Ｔ路面でのグリップ性能がアップ。ＤＲ
Ｙ路面でのハンドリング性能と乗り心
地もアップ。

グルーブエッジデザイン採用

 ウェット性能を高める
 ウォータードレナージ

INSIDE OUTSIDE

ショルダー部の剛性を上げ
偏摩耗発生を抑制。合わせて、コー
ナリング時の安定性も向上。

 偏摩耗防止デザイン

Dry Wet Snow



Comfort

快適性能を向上させるため、ラウフェン独自の3D振動測定技術を採用し、
従来（Kingstar）商品よりもっともすぐれた乗り心地性能を発揮。

 最新3D振動測定技術採用
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5ピッチバリエーションにより、
タイヤのパターンから発生するノイズの特定周
波数領域が低減し、静粛性がアップ。

 スペシャルレイヤーデザイン採用

 Sound pressure
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Offers excellent vibration 
control

Provides a comfortable 
smooth ride

S FIT ASは家族の安全、安心を追求したミニバン・SUV専用タイヤです。

ブロックエッジデザインに新しい技術を
採用した結果、微振動の発生を抑制し、
ロードノイズの発生を減少させました。

 ノイズ低減技術採用

NoiseComfort



３つのＲ形状を組合わせたプロファ
イル（断面形状）が コーナリングや、
ブレーキング時の安定感に寄与。

 3R(Multi-Tread-Radius-Technology)システム

背か高いクルマの特徴（ふらつき）を防ぐため、ショルダ・サイ
ド部の剛性を最適化するためSCCTシステムを投入し、優れ
たコントロール性能を発揮。

 SCCT(Stiiffness Control Contour Theory)システム

高速走行のベルト端部の無駄な動きや背が高
い車両特有のふらつきを抑制し、優れたハンド
リング性能を発揮。

 ベルトエッジテープ

S FIT AS KS Standard

Safety

Maintenance of tire shape and 
ground pressure distribution.

R1R2R3

S FIT AS

Standard Tire

5%
DECREASE

G FIT EQは様々なラウフェン独自の技術により、より安定したハンド輪ぐと
優れたコーナリング性能を発揮します。

接地性能に優れた非対称パターンが
優れたブレーキ性能を発揮。

 ブレーキ性能向上

Braking Durability Handling



ジョイントレスフールナイロンカバー
-
ベルト部の剛性を向上させるため、ジョイントレ
スナイロンカバーを採用し、重量が多いミニバ
ン・SUVのふらつきを抑制

並行デザインカーカス
-
トレッド部からサイドワールまで優れた耐久性
を発揮

超剛性ビードフィラー
-
ハンドリングのレスポンス性能を向上

超剛性シングルビード
-

トレッド部からサイドワールまで優れた耐久性
を発揮

ロングマイレージコンパ
ウンド
-

トレッドの摩耗性能向上

２つのワイドスチルベルト
-

トレッドの接地面を均一させ、
高速時のハンドリング性能向上

ベルトエッジテープ
-

高速時のハンドリング性能向上

TIRE STRUCTURE
The S FIT AS adopts new technology for premium vehicles, engineered for exceptional control and a quiet and comfortable ride. 

* The model size in the structural diagram is for the 225/40ZR18W XL tire, and the descriptions of structural diagrams may vary by size.



AVAILABLE SIZES

偏平率
（％） 商品コード タイヤサイズ 外 径

（m/m）
標準リム幅
（インチ）

タイヤ幅
（m/m）

50 1017221 225/50R18 95W 705 7 230

1020319 235/50R18 97W 692 7.5 241

55 1017219 225/55R18 98W 705 7 230

偏平率
（％） 商品コード タイヤサイズ 外 径

（m/m）
標準リム幅
（インチ）

タイヤ幅
（m/m）

55 1017207 215/55R17 94W 668 7 228

1017208 225/55R17 97W 680 7 233

18 インチ

17 インチ




