
・ クッションフロアー（重歩行仕様）
・ フロント席共生地インテリアシート（張替加工）
・ 断熱 遮音材（インシュレーター）
・ フロントフルオートエアコン
・ リヤクーラー＆リヤヒーター
・ ADDSET コンフォートシート（FASP506）
・ ADDSET コンフォートシート（REVO）
・ 折畳式シート（REVO）
・ ADDSET フローティングサードシート
・ スーパースライドシートレール
・ ソファーベッドシート　
・ フルフラットベッド＆2 段ベッドシステム
・ フットレスト付きカウンターキャビネット
・ 大型ポケット＆扉付きサイドキャビネット
・ インテリアテーブル（スクリュー着脱式）
・ インテリアテーブル（zwaardvis 製）
・ ギャレーキャビネット（給排水 12L×2）
・ アダプティブシャワーフォーセット（着脱式シャワーフォーセット）
・ DC12V ビルトイン冷蔵庫
・ アンダーストレージ（床下収納庫）
・ インテリアルームランプ
・ ルーフサイドガーニッシュ
・ シーリングライト
・ AC100V リヤコンセント（アクセサリーコンセント分岐）
・ サブバッテリーシステム（走行充電機能付き）
・ VOTRONIC マルチディスプレイパネル
・ 主電源切替え式ナビ電源（ナビ装着車）
・ ハイクォリティ ビルトインリヤスピーカー
・ カセットコンロ
・ 自動ブレーキアシスト（追突回避支援）（注 1)（注２）

4 ナンバー貨物車登録

￥4,125,000-2WD-6AT
（税別）

1TR-FE
ガソリン /2000cc

￥3,580,000-2WD-6AT
（税別）

￥4,407,000-4WD-6AT
（税別）

8 ナンバーキャンピング車登録

4695×1695×1980（㎜）
ハイエースバン スーパー GL 特設

アクセサリーコンセント装着車 アクセサリーコンセント装着車

【主要装備品】

［COMPLETE CAR］ 

2019.6.1 版　車両本体価格表 ・ 注文装備品価格表

2TR-FE
ガソリン /2700cc

1GD-FTV
ディーゼル /2800cc

エンジン型式
ベース車両グレード

標準装備　　　　　　　　注文装備

（クライムジャンパー CV-7）

2nd シート 2nd シート

EXTEX series

（　マリブ　）

8 ナンバーキャンピング車登録

￥4,762,000-

￥4,915,000-

4WD-6AT

2WD-6AT

￥4,480,000-2WD-6AT
（税別）

（税別）

（税別）

4840×1880×2105（㎜）
ハイエースバン スーパー GL 特設

アクセサリーコンセント装着車

LED ダウンライト (8P)

（クライムジャンパー TV-5）

USB 端子付

￥4,762,000-

￥4,915,000-

4WD-6AT

2WD-6AT

￥4,480,000-2WD-6AT
（税別）

（税別）

8 ナンバーキャンピング車登録

（シーズネクス　CW-8）

（税別）

（シーズネクス　CW-7）

￥4,784,000-2WD-6AT
（税別）

￥4,239,000-2WD-6AT
（税別）

￥5,066,000-4WD-6AT
（税別）

8 ナンバーキャンピング車登録

4840×1880×2105（㎜）
ハイエースバン スーパー GL 特設

4695×1695×1980（㎜）
ハイエースバン スーパー GL 特設

アクセサリーコンセント装着車 アクセサリーコンセント装着車

3rd シート 3rd シート

2nd シート 2nd シート

（　ブリリオ　）

8 ナンバーキャンピング車登録

ガソリン /2000cc　2WD-5AT

ディーゼル /2500cc　4WD-5AT

ディーゼル /2500cc　2WD-5AT

￥4,380,000-（税別）

￥5,216,000-（税別）

￥4,931,000-（税別）

4695×1695×1990（㎜）
キャラバン　プレミアム GX 特設

LED ダウンライト (8P)

シングルレバーフォーセット付

（15L）

（グリスタ― ワイド SGL）

8 ナンバーキャンピング車登録

￥5,053,000-

￥5,215,000-

4WD-6AT

2WD-6AT

￥4,780,000-2WD-6AT
（税別）

（税別）

（税別）

4840×1880×2105（㎜）
ハイエースバン スーパー GL 特設

WIDE-SGL

LED ダウンライト (8P)

シングルレバーフォーセット付

（15L）

（シーガル）

5 ナンバー乗用車登録

ガソリン /1600cc　2WD-4AT
￥2,424,000-（税別）

4400×1695×1850（㎜）
NV200 バネット　16X-2R

蓋付シンク＆シングルレバー

4695×1695×1980（㎜）
ハイエースバン スーパー GL 特設

￥4,535,000-2WD-6AT
（税別）

￥3,990,000-2WD-6AT
（税別）

￥4,817,000-4WD-6AT
（税別）

3rd シート

LED ダウンライト (8P) LED ダウンライト (8P) LED ダウンライト (8P) LED ダウンライト (8P) LED フラットライト (2P)

拡張式ソファーベッド 拡張式ソファーベッド

組立式ハイマウントベッド

蓋付ツーバーナーコンロ

USB 端子付 USB 端子付 USB 端子付 USB 端子付 USB 端子付

マニュアル

2nd シート

※2019 年仕様変更予定

扉付収納のみ

サブバッテリーシステムとセット

サブバッテリーシステムとセット

サブバッテリーシステムとセット

サブバッテリーシステムとセット

memo

2 段ベッド（下段）は OP



￥4,580,000-

￥4,861,000-

（税別）

（税別）
￥4,932,000-

￥5,085,000-

4WD-6AT

2WD-6AT

￥4,650,000-2WD-6AT
（税別）

（税別）

4840×1880×2105（㎜）
ハイエースワゴン GL　特設

8 ナンバーキャンピング車登録

（クライムジャンパープレミアム） （シーズネクス　ワイドボディ）

（税別）

（シーズネクス　標準ボディ）

￥4,935,000-2WD-6AT
（税別）

￥4,390,000-2WD-6AT
（税別）

￥5,217,000-4WD-6AT
（税別）

8 ナンバーキャンピング車登録8 ナンバーキャンピング車登録

4840×1880×2105（㎜）
ハイエースバン スーパー GL 特設

4695×1695×1980（㎜）
ハイエースバン スーパー GL 特設

アクセサリーコンセント装着車

4WD-6AT

2WD-6AT

LED シャンデリア (2P) LED フラットライト (4P)

3rd シート

2nd シート

（18L）

2nd シート

USB 端子付

カーペット＆CF・ クッションフロアー（重歩行仕様）
・ フロント席共生地インテリアシート（張替加工）
・ 断熱 遮音材（インシュレーター）
・ フロントフルオートエアコン
・ リヤクーラー＆リヤヒーター
・ ADDSET コンフォートシート（FASP506）
・ ADDSET コンフォートシート（REVO）
・ 折畳式シート（REVO）
・ ADDSET 着脱式シート
・ スーパースライドシートレール
・ ソファーベッドシート　
・ フルフラットベッド＆2 段ベッドシステム
・ フットレスト付きカウンターキャビネット
・ 大型ポケット＆扉付きサイドキャビネット
・ インテリアテーブル（スクリュー着脱式）
・ インテリアテーブル（zwaardvis 製）
・ ギャレーキャビネット（給排水 12L×2）
・ アダプティブシャワーフォーセット（着脱式シャワーフォーセット）
・ DC12V ビルトイン冷蔵庫
・ アンダーストレージ（床下収納庫）
・ インテリアルームランプ
・ ルーフサイドガーニッシュ
・ シーリングライト
・ AC100V リヤコンセント（アクセサリーコンセント分岐）
・ サブバッテリーシステム（走行充電機能付き）
・ VOTRONIC マルチディスプレイパネル
・ 主電源切替え式ナビ電源（ナビ装着車）
・ ハイクォリティ ビルトインリヤスピーカー
・ カセットコンロ
・ 自動ブレーキアシスト（追突回避支援）（注 1)（注２）

1TR-FE
ガソリン /2000cc

【主要装備品】

［COMPLETE CAR］ 

2019.6.1 版　車両本体価格表 ・ 注文装備品価格表

2TR-FE
ガソリン /2700cc

1GD-FTV
ディーゼル /2800cc

エンジン型式
ベース車両グレード

標準装備　　　　　　　　注文装備

独立収納キャビネット ×2

給排水 13L×2

アクセサリーコンセント装着車

USB 端子付

アクセサリーコンセント装着車

LED フラットライト (4P)

3rd シート

2nd シート

USB 端子付

〒601-8212　京都府京都市南区久世上久世町 499-1
（有限会社アルフレックス）

※価格は、 2019.6.1 現在　価格、 仕様は予告なく変更することがあります。
※消費税及び、 登録にかかる税金 保険料 登録等に伴う諸費用は別途必要です。

ALFLEX inc.

www.addset.jp

製造元

I Love Vantrips!!

\70,000-
\25,000-
\60,000-
\50,000-

1103
1104
1105
1112

・ LED ヘッドライト（キャラバン）
・ イデュアルエアバッグ（キャラバン）
・ インテリジェントアラウンドビューモニター（キャラバン）
・ 注文色（キャラバン）

※code5020 は、 走行条件に関係なく安定したサブバッテリーの充電を可能にする新しい充電システムです。
（注 1）追突を軽減するブレーキ補助支援装置です。 車両の自動停止には至りません。
（注 2） トヨタセーフティセンスの装着により、 ベース車両の仕様が異なります。

sales@addset.jp

    \154,000-　
    　\64,000-
    　\88,000-
    　¥60,000-
    　\15,000-
    　\34,000-
    　¥29,000-
    　　\2,000-
    　\10,000-
    　¥30,000-
    　\35,000-
　　　¥30,000-
　　　　\3,000-
　　\166,000-
      \18,000-
　　　¥24,000-
　　　\12,000-
　　　\12,000-
　　\170,000-
　  \187,200-
　　　¥95,000-
　　\150,000-　
　　　\66,800-　
　　　　\9,000-
　　　\40,000-
　 　￥40,000- 

1014
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1012
1013
1099
2001
2002
2003
2004
3001
3002
3003
3004
3006
7007
4002
4003

・ ダークプライムⅡグレード（5 ドア車）
・ パワースライドドア＆リモコンキー
・ デュアルパワースライドドア＆リモコンキー
・ LED ヘッドライト
・ 助手席 SRS エアバッグ（5 ドア車）
・ バックモニター内蔵 自動防眩ミラー
・ スマートエントリー＆プッシュスタートスイッチ
・ ステアリングオーディオスイッチ
・ AC100V アクセサリーコンセント（5 ドア車）
・ LSD（5 ドアの 4WD 車にオプション）
・ 寒冷地仕様＆ヒーター付ドアミラー
・ 注文色（ホワイトパールクリスタルシャイン＃070）
・ エアコンフィルター
・ セーフティセンス P( 自動ブレーキアシスト）（注 1)( 注２）
・ シャギーフロアーマットセット（4 ドア車）
・ シャギーフロアーマットセット（5 ドア車）
・ シャギーフロアーマット（フロントのみ）
・ ドアバイザー（ワイドタイプ）
・ ナビゲーションシステム＆ビルトイン ETC セット
・ ナビゲーションシステム＆ETC2.0 セット
・ フリップダウンモニター（ALPINE10.1&ALFLEX マウント）
・ フリップダウンモニター（ALPINE12.8&ALFLEX マウント）
・ フロントピラーツィーター＆ハイクォリティドアスピーカー
・ LED エクステリアセット（ポジション ・ ナンバー灯）
・ 共生地ドアトリム（フロントドア）
・ オプショナルベッドマット 2 枚

 　　 \10,000-
 　　 \80,000-
　　　\15,000-
　　　¥35,000-
　　　\79,000-
    \210,000-
    　¥45,000-
    \148,000-
    　\40,000-
 　　 \15,000-
　　　\15,000-
　　 ￥38,000-
　　    \8,000-
お問合せ下さい
      \50,000-　
    　\20,000-
    　\79,000-
    　¥29,800-
　    \60,000-
　    \15,000-
    ¥148,000-
    　\39,000-
    　\78,000-
　    ¥71,000-
      ¥50,000-  

4008
4009
4010
4011
5001
5005
5006
5007
5011
5012
5013
5014
5015
5020
6001
6002
6003
6004
7001
7002
7003
7005
7006
8001
8002

・ 追加テーブルベース（スクリューポールタイプ）
・ ウインドウサーモパントリム（クォーター左右）※ウインドフィルムの装着が必須
・ ダッシュボードマット
・ エンジンフードカバー加飾
・ 外部電源取入れ口＆AC100V オートチャージャー
・ FF ヒーター（標準モデル）
・ AC100V インバーター &2 口コンセント（250W）
・ AC100V インバーター &2 口コンセント（1000W)
・ 間接照明内蔵ルーフサイドガーニッシュ
・ DC12V ソケット
・ AC100V アクセサリーコンセント用ソケット増設
・ アダプティブシャワーフォーセット（止水機能付シャワーヘッド）
・ ダウンライト 2p 追加
・ スタビリティチャージ システム （サブバッテリ－）※
・ ウインドフィルム（5 面スーパープライバシー）
・ 遮光性パーティションカーテン（間仕切り）
・ 遮光性プライバシーカーテン（5 面 & 間仕切り）
・ サンシェードセット（7 面）
・ ローダウンセット（バンプセット＆ヘッドライトアジャスター付）
・ マフラーフィニッシャー（ADDSET）
・ オーリンズ DFV ショックアブソーバー（21 段）
・ フロントカーボンエクステンション
・ フロントアンダースポイラー（TSD）
・ 18L ビルトイン DC 冷蔵庫（Webasto)※CJ にオプション
・ 16L ポータブル DC 冷蔵庫（WAECO)

【注文装備品】

【注文装備品】 (NV350)


