
[リサイクル費用 ]
￥ 9,840

［重量税］
￥ 24,600　２年
［自賠責保険］
￥ 23,140　25ヶ月
［自動車税］
￥ 40,000

ポップアップ 全長 4,840　  全幅 1,920 全高 2,090　  ホイールベース 2,570

ベース車両：　ＴＯＹＯＴＡ　ハイエース S-GL ワイド

￥6,754,000
3BF-TRH211K

環境性能割   ￥ 103,200

￥7,051,000
3BF-TRH216K

環境性能割   ￥ 108,000

￥ 7,238,000
QDF-GDH211K

環境性能割   ￥ 111,400

ガソリン
2TR-FE  2700cc

低排出ガス

AT 2WD
118kw･160ps / 5200rpm

24.8kgm / 4000rpm

AT 4WD
118kw･160ps / 5200rpm

24.8kgm / 4000rpm

ディーゼルターボ
1GD-FTV  2800cc

コモンレール式直噴ターボ

AT 2WD
111kw･151ps / 3600rpm

30.6kgm / 1000～3400rpm

￥6,919,000
3BF-TRH211K

環境性能割   ￥ 107,000

￥ 7,216,000
3BF-TRH216K

環境性能割   ￥ 111,800

￥7,403,000
QDF-GDH211K

環境性能割   ￥ 115,200

ポップアップ グランドハイルーフベースグレード/ルーフ形状

ハイルーフ 全長 4,840　  全幅 1,920 全高 2,540　  ホイールベース 2,570

乗車定員    ６名（フロント2名  セカンド 2名  サード 2名 ）  /    就寝定員最大５名　　

2021 年 3月現在

□ CAMPER 装備
FRP製オリジナル POP-UPルーフ＆テント
ポップアップ２階ベッド
FRP製特設ハイルーフ（ゲルコート仕上げ）
ハイルーフ常設 2 階ベッド
FRP製オリジナルエクステンション BOX
エクステンション BOX 部アクリル二重窓
オリジナルワイドギャレー
40L 冷蔵庫
一口コンロ式＆ステンレスシンク
ポンプ＆フォーセット

￥  220,000

￥  143 ,000
￥　91,300
￥　24,200
￥　66 ,000
￥    22,000
￥　 55 ,000
￥　44 ,000
￥　15,400
￥    38,940
￥　 15,400
￥  198 ,000
￥  118,800
￥  　 8,800
￥  154 ,000
￥    88,000
￥    63,800
￥    　85,800
￥    41,800
￥    49,500
￥     18,700

ナビパック ※選ぶメーカー/ 製品によって一部金額が変更になる場合がございます。

（メモリーナビ＆ETC& バックカメラ＆ナビ電源切替スイッチ）

サイドオーニング  3.0m（シルバー ￥+15,000） 

ALPINE 10.1型 フリップダウンモニター
電子レンジ
2nd＆3rd シート立体加工
オリジナルフロントマット
オリジナルリヤマット
インテリアパネル  12 点セット（黒木目 or 茶木目）

ウィンドウバグネット（網戸）

マルチシェード
専用フロアフック（4ヶ所）

ソーラーパネル
ベンチレーター（電動 MAXXFAN）
映像線追加配線
Prime Plus（黒家具インテリアバージョン）

Prime Plus（黒家具インテリアバージョン）ハイルーフ内装

防水テント・グレー（生活防水タイプ）
防水カラーテント・ブルーorオレンジ（生活防水タイプ）
防寒インナーテント
ルーフ内ヒーティングダクト
バッテリーセンス

■ CAMPERオプション

清水タンク 10ℓ/ 排水タンク 10ℓ
リヤ横向きベッド（最大値 1,850×1,200mm 分割マット式）

オリジナル2nd 900 巾シート /3rd  900 巾シート
（ベッド兼用 / シートベルト 2nd 2・2 点式 / 3rd  2・2 点式）

サブ電源メインスイッチ
サブバッテリー 100Ah×2
インバーター 1500W 
100Vコンセント&12Vソケット
外部100V入力 &サブバッテリーチャージャー

リヤ収納棚

CTEK 昇圧走行充電システム
室内メイン/ 間接 LED 照明
エアヒーター
エアコンクリーンフィルター
スライド式脱着テーブル
カーテン一式
フライスクリーンシステム

（助手席側スライドドア用網戸）

スマートシェード
（フロント＆運転席・助手席カーテン）

★★

ベース車両：　ＴＯＹＯＴＡ ハイエース S-GL ワイド

◇◆◇  　主要装備 　◇◆◇ 　   グランドハイルーフ車のみ

P

P
P

インテリジェントクリアランスソナー

￥　77,000

★★ … オススメオプション　☆ … 好評オプション

※注 1

※注 1
※注 2    バックモニター内臓自動防眩ミラー装着の場合はセットで￥74,000
※注 3   トヨタ純正ナビが必要です。

デジタルインナーミラー ￥　55,000※注 2

パノラミックビューモニター ￥　37,400※注 3

トヨタセーフティセンス

￥　28,600

P

16,500

 37,400
96,800
 2,200

31,900

￥　264,000
￥　176,000
￥　154,000
￥　176,000
￥　176,000
￥　176,000
￥　176,000

ポップアップ ハイルーフ同色塗装

￥　66,000

 シルバーマイカ メタリック<1E7> 

P

￥  429 ,000

￥   165,000

￥    748,000

クールスター（DC12Vクーラー） 
室内機（左クォーターガラス部）
室外機　床下取付（スペアタイヤ取外し）

バッテリー増設セット
バッテリー100Ah( 合計 300Ah)
CTEK スマートパス ( 大電流走行充電器 )
外部 100V 入力 50A サブバッテリーチャージャー

リチウムバッテリーシステム
リチウムバッテリー（スーパー B）210Ah ※注 4

バッテリーモニター（過放電予防・残量計）
 CTEK スマートパス ( 大電流走行充電器 )
外部 100V 入力 50A サブバッテリーチャージャー
※注 4  サブバッテリー100Ah×２からの変更となります。

■ スペシャルオプション
★★

★★

★★

税込表示

　18,700
　29,700
　27,500
38,500
66,000
66,000

企画開発・製造発売元

※価格・装備等は予告なしに変更する場合があります。




