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フルトイレ (清水・方物の分離薄 ンク。Fiける持ち手イつ ¥20001 1畔四
=0側リセットトイレ(据付聖トイレ。/t物タンク取り出し式、百振式 手動水洗 | ¥12000( Ⅵ 29600

カーテン&カーンレールー式(運転席仕切電ン トランス 窓薇 分 ) ¥90001 1鸞lI鳳
ミラーモニター7インチ 0もク信号に対応 ) ¥18001 ・y10

TC分離型 ¥1980( Y211“ 4
ベハスト FFヒーター 車両の燃料を使つた暖房装置。

サイドオーニンク3rn(出 市約郷 m) ¥12800( 欄・382“
目転軍キヤリア2台用 (取り外し可能 )

目転軍キヤリア3台用 (取り外し可詢 ¥70
アルミリアラダー145cm固定型 X411脚
エントランス ステ刊 レステップ ¥2200(
リアノシ バーとスカート部 カラー変更 (ネービー又1士粕コレートブラウン) 標準はホワイト ¥8500( t爛Ⅵ獅
ハンクヘットカフス窓 石石に′J｀サイス2杖週朋 (カーテンは別週 ¥7600(
19¬た日雪十地テシチユーナく4テューナー47カすの強カタイプ ) ¥8000(
シート生地 選べます (合成レザニ無料、繊物生地無地 ¥10000)

卜聾 |― 赫

リアタイヤ ワイドトレッド ¥125000 憮

重コ南エアノ`ツク

助手席エアノ` ング

諭 格納 ミラー 助革鯛 | ¥20 0flC

ま冷地イ士様 ガソリン重用 ¥1800〔

寒冷地仕様 ディーゼル車用 ¥3100(
ナルタネ→ -12V130A(ガ ソリン車のみ ディ要 ,レは標場 ¥800C

ディオは、オーディオ無し+左右ドアスピーカーを標準としています ぶ

その聯峡つりなン 帳
=巨

翻曲翻懸離
ナフ′ヽッテリー 100Ah追 加

ヨ動充電器 10Ah ¥ク ,000供ミやヽ

モニター サ フハ ッテ リー の 電 lt電 流 をチエツク ¥48000ミ ぶヽ

インバータ1500Wサイン波 (電子レンジまで使用可能)(ツインパッテリー必要)

=Fヒー ター 高 地 ON-OFFスイッチ (ス キーなど標高 1000m以 上でお使いの場合にお勧め )| ¥100001鷲苺
レインレール (通 称バーヨードと呼ばれる汚れを大幅に減らします)      ■   ¥4500(
生側 床 卜収 潮 庫 (カ ソリン 早 ,おれ 物 濡 れ 物 入 れ に 使 本:で す          ■   ¥7500(

事高灯 前後で4灯 前(自 ,後ろ(赤)                   ■   ¥4
ステンレスリアラダー(取 り外し可能)                     ■   ¥
アルミラダー 折畳式 固定型 245cm ¥5500(

●罰
`収

納庫の戸  中サイス 70X56cm取 付可能な部分 (変 更は差額)   圏   ¥48
朴部収納庫の戸  大サイズ 100X56cm取 付可能な部分 (変 更は差額 )  ■   ¥6R onr
外部収納厚の戸 特大サイズ 120X70cm取 付可能な部分(変 更は差額)  ■  ¥8800C
刀フス窓 ~重  4｀サイス ZlX48cm取 1寸 可能な罰

`分
(変更は差額)     E   ¥3800C

カラス窓 ―重  大サイス 56X100cm取 付可能な部分(変更は差額)     ■   ¥7
カラス窓 一菫  特大サイス 57X140cm取 付可能な部分 (変更は差額)    ■   ¥79
ノヽンクベッドマットボンゴ用 140X182X3cm                  ■   ¥An oor
バンク延長マット&ボード、受け部 約50cm(ボ ンゴ カムロード共通)     ■  ¥loo ooc

カーテン&カーンレールー式 Jヽ 窓 1枚 分 ¥

カーテン&カーンレールー式 大窓1枚分                   |
三内仕切リカーテン 1か 所 (ノ ン`クベッド または リア室の仕切 ) ¥280001恭ミ

令蔵 庫 90Lに 変 更  冷療 庫 付 (苛能 な レイアウトの み ) ¥5500(
ミ転席2スピーカー取替 (音 が長くなります)

翼装 部 2ス ピー カー 追 加

フインチメモリーナビ 2DIN埋 込型 ¥14000(
Mヽ/FMラ ジオ十CD+フ ロントAUX ¥1980C

¥3300C

3Sアンテナ 地域帯フリー 全国用

屋転席に シートヒーター取付 圧面と腰 温度調整式 2席 ¥10000C
各 種

70L排 水 タンク (カム ●― ド系 で可 能 な レイア ウトの み

暑気温水システム 17Lタ ンク付  (要 相談 )

繹 躙本格的温水システム  (要 相談 )

¥10000(
電子架橋式発泡ウレタン 断熱材に変更 天丼 璧の中に使います

*標準装備品変更用 /ヽックアイカメラ (ノ ッ`ク時のみ作動) ¥4900(
*標準装備品変更用  冷蔵庫 40L ¥7900〔

==I=:●
11■11111■|●■■1=菫 ン11華「冒訓警離距摯■ ■纏 翻唐鷹

百側 床下に1600W発電機の搭載設備 ¥8800C
ヤマハ インバータ1600W発電機 手動リコイル式 ¥19800C

¥129,000
上記  3点 セット  合計¥415000を ¥50000弓 きσ

●ソリン車 発電機燃料共用。室内停止スイッチ付 (持込発電機 1ま 不可 )

¥140,0001

Vて Oo oooT

腱
ヤマハ 2 8KW発 電機 セル キー 始 動

上記 2点 +ウインドクーラー+FRP枠、フタ 合計¥657,000を ¥60,000引 きの■  ¥5970001

125tワイドトレッドレス両席エアパングレス ラジオレス2スピーカト ABS G′ もり

キーレスエントリー ノシタ ンヽドのマットイま140X182cm)ノ シク窓|まDP

長さ499cm巾 193cm tt FRP屋根まで約283cm+MAXF埒 1ヽ3c"手雙96cm

い)リン1800oclt Sタイヤ 全長夕5cm巾 1 92crll房 隷望60cm+MAXFAN13cn■ 273cm

咽Sキーレえ Eノトリー ノもクベッドの形状変更無料 ′もクベッドのマント・窓OP

マンクレ‐オリンたルFRボディ

}"部 ホワイト色 又は ミブ区月―七一ベージュ色 その他はホワイト色

ガラスー重窓 大サイズ2机 4サイス2■手、エントランスツ すべてモスキートネント付

テツ 悩トル10酬Vチヤーうな"イ十

でカ スン ン 吸排気 カバー付  鯖港13oml

バ

…

オラ ノもウ信号に運動

潤 収翻峰 の戸 石側後ろに 中サイズ ¬枚

粁 ン ンヽテ リー 点硬 口

床下 亜鉛メン牛鋼財

床下断熱材 20rrrn厚

ベッド関係

シクベッド軸 上板付 182X140cm延長式は182X192cmポレJ襲聾終均に無し

デイネットは乗車用座席〕́―|ベルト付。倒コを参照ね力ヽ まヽす

リアンヽンドサイ対ま創コを参脚 まヽす

ラ夢尋』ミ
・

獅

家具色 (中間色木目初 家具のシ  (ホワイド累木目初

ドくネット天丼付収納庫

リアンヽ が 室 卜天鮒 収納底 2段ベッドイ士様は無し

多目的 フリールーム (フH→ フリール=ム無しのレク ウH秦瘍

キンチオ ブル&持 ビネット、天丼付収納庫 主要配線ターミナル付

訳 P製小型シカ フタ付十蛇口。またはステンレス踵 Jヽシンク随用の辺 lヽ野 ンチン

走行充電システム

椰 C100∨入力用 コカ ント

冷鰊 0リットル

罰辮 朗く給水・JF7k1 9L(ポリうレク2個)J退晏つチンは10Lタンフ

シ~卜・マント合成皮車レザニ 基本色座面料林、乱 たれ絲林、
^ン

ド絲Ⅲ

｀ント連れの旅が多いす 。ペッI・0毛がイ覗雙К掃隔 t易い合皮レー 採用

かデテン向 Ⅳで製作できますのてOPにしています^


