
キャラバン・スーパーロングベース車　価格表　（この価格は税抜きです。）

DX車
ブロス リブロ

デュオ
typeC

グランベル リアージュ
ベッセル・J

typeC
ブロス
ワイド

リブロ
ワイド

デュオtypeC
ワイド

2WD/5AT 2.5ℓガソリン ¥4,314,000 ¥4,286,000 － ¥4,457,000 ¥4,441,000 ¥4,418,000 ¥4,414,000 ¥4,386,000 ¥4,358,000

4WD/5AT 2.5ℓガソリン － － － ¥4,740,000 ¥4,724,000 ¥4,701,000 ¥4,697,000 ¥4,669,000 ¥4,641,000

2WD/5AT 2.5ℓﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾀｰﾎﾞ ¥4,790,000 ¥4,762,000 － ¥4,933,000 ¥4,917,000 ¥4,894,000 ¥4,890,000 ¥4,862,000 ¥4,834,000

4WD/5AT 2.5ℓﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾀｰﾎﾞ ¥5,073,000 ¥5,045,000 － ¥5,216,000 ¥5,200,000 ¥5,177,000 ¥5,173,000 ¥5,145,000 ¥5,117,000

※寒冷地仕様、リヤクーラー、オーディオレスが標準装備です。 ☆は装着出来ません

キャンパー特装車
2WD/5AT 2.5ℓガソリン ¥4,439,000 ¥4,411,000 ¥4,383,000 ¥4,582,000 ¥4,566,000 ¥4,553,000 ¥4,539,000 ¥4,511,000 ¥4,483,000

4WD/5AT 2.5ℓガソリン － － － ¥4,865,000 ¥4,849,000 ¥4,836,000 ¥4,822,000 ¥4,794,000 ¥4,766,000

2WD/5AT 2.5ℓﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾀｰﾎﾞ ¥4,915,000 ¥4,887,000 ¥4,859,000 ¥5,058,000 ¥5,042,000 ¥5,029,000 ¥5,015,000 ¥4,987,000 ¥4,959,000

4WD/5AT 2.5ℓﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾀｰﾎﾞ ¥5,198,000 ¥5,170,000 ¥5,142,000 ¥5,341,000 ¥5,325,000 ¥5,312,000 ¥5,298,000 ¥5,270,000 ¥5,242,000

キャンパー特装車　上級
2WD/5AT 2.5ℓガソリン － － － ¥4,961,000 ¥4,945,000 ¥4,932,000 ¥4,918,000 ¥4,890,000 ¥4,862,000

4WD/5AT 2.5ℓガソリン － － － ¥5,244,000 ¥5,228,000 ¥5,215,000 ¥5,201,000 ¥5,173,000 ¥5,145,000

2WD/5AT 2.5ℓﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾀｰﾎﾞ － － － ¥5,437,000 ¥5,421,000 ¥5,408,000 ¥5,394,000 ¥5,366,000 ¥5,338,000

4WD/5AT 2.5ℓﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾀｰﾎﾞ － － － ¥5,720,000 ¥5,704,000 ¥5,691,000 ¥5,677,000 ¥5,649,000 ¥5,621,000

※全グレードMT車の設定はありません。

■メーカーオプション ■電装オプション
ボディカラー　ホワイト ¥0 ナビ７型ワイド　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸCN-RE06WD ¥118,600
ボディカラー　ブリリアントシルバー ¥0 ナビ７型ワイド　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸCN-RX06WD（HDMI端子対応） ¥168,600
ボディカラー　ダークメタルグレー ¥0 アラウンドビューモニター接続ハーネス　AV-C13　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ用 ¥6,500
ボディカラー　ダークブルー ¥0 バックカメラ　本体のみ　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸCY-RC100KD ¥44,200
ボディカラー　ブリリアントホワイトパール （ＤＸ車除く） ¥50,000 50000 ナビ用　３点スイッチ ¥10,000
ボディカラ－　ファントムブラック （ＤＸ車除く） ¥50,000 50,000 フリップダウンモニター１０.１　ｱﾙﾊﾟｲﾝRSH10XS-L-B ¥89,200
ボディカラー　インペリアルアンバー （ＤＸ車除く） ¥50,000 50,000 フリップダウンモニター１２.８　ｱﾙﾊﾟｲﾝRXH12X2-L-B ¥130,400
寒冷地仕様 (上級はﾒｰｶｰ標準装備、ＤＸは当社標準装備) ¥55,000 55,000 フリップダウンモニター１２.８　ｱﾙﾊﾟｲﾝPXH12X-R-B ¥159,200
プライバシーガラス+スライドサイドウインドウ ¥50,000 50,000 インターフェイスコード　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸCA-LAV200D ¥2,500
ＬＥＤヘッドランプ+フォグランプ+ＬＥＤリヤコンビネーションランプ ＲＣＡコード　映像線 ¥5,000

（特裝車用） ¥110,000 110,000 ＨＤＭＩコード　ＲＣＡコードより変更 ¥4,100
助手席ＳＲＳエアバッグ （上級除く） ¥25,000 25,000 リヤスピーカー　ｶﾛｯﾂｪﾘｱTS-STX510 ¥25,000
インテリジェントアラウンドビューモニター寒冷地仕様無◇ ¥60,000 60,000 ＥＴＣ　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸCY-ET926D+CA-FX926D+ｾｯﾄｱｯﾌﾟ ¥19,900
インテリジェントアラウンドビューモニター寒冷地仕様有◇ ¥50,000 50,000 ＥＴＣ２.０　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸCY-ET2010D+ｾｯﾄｱｯﾌﾟ ¥33,200
インテリジェントエマージェンシーブレーキレス◆ （上級除く） ¥-55,000 -55,000 ドライブレコーダー前　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸCA-DR03D　ﾅﾋﾞ連動 ¥37,600
ＥＸパック (DX車用) ¥40,000 40,000 ドライブレコーダー前後　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸCA-DR03TD　ﾅﾋﾞ連動
プライバシーガラス （ＤＸ車用） ¥30,000 30,000 ※CA-LAV200D必須 ¥74,000
スライドドア、バックドアオートクロージャー （ＤＸ車用） ¥70,000 70,000 ドライブレコーダー前後　ｺﾑﾃｯｸZDR026 ¥64,000
ＬＥＤヘッドランプ+ＬＥＤリヤコンビネーションランプ ドライブレコーダー駐車監視配線　ｺﾑﾃｯｸHDROP-14 ¥3,000

（特裝車除く） ¥90,000 90,000 ＦＦヒーター　AT2000STC　ALT ¥181,000
フォグランプ （ＤＸ車用） ¥20,000 20,000 マルチコントロール　（FFﾋｰﾀｰ用ｽｲｯﾁ高地ﾓｰﾄﾞ対応） ¥21,000
塩ビマットフロント （ＤＸ車標準幅用） ¥20,000 20,000 WEBCONＴ３-ＡＬＴ　（FFﾋｰﾀｰ用ｽｲｯﾁ高地ﾓｰﾄﾞ対応） ¥34,000
スライドステップカバー（純正部品加工取付け含む） （ＤＸ車用） ¥30,000 30,000 ＡＣオートチャージャー(パワーソース) ¥49,800
◆を選択すると◇は選択できません。 0 ウィンドウファン ¥21,500

追加サブバッテリー ¥29,000
■内装オプション １９インチ液晶モニター　デュオtypeC用（別途ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ必要） ¥66,500
セカンドシート中央席３点式シートベルト ¥20,000 20,000 左リヤ収納庫大型タイプ　ブロス、リブロ用　※1 ¥30,000
３点式シートベルトエクステンダー小（延長ベルト）Y990 ¥7,100 7,100 電子レンジ　ﾌﾞﾛｽ､ﾘﾌﾞﾛ､ﾃﾞｭｵtypeC用
３点式シートベルトエクステンダー大（延長ベルト）Y991 ¥9,900 9,900 （固定ﾍﾞﾙﾄ付き、ｶｾｯﾄｺﾝﾛﾚｽ）※2 ¥28,000
運転席･助手席シートバック背もたれマット 54,000 インバーター350Wｻｲﾝ波　SK350-112 ¥49,000

（特装車のみ、ベッセル・Ｊは標準装備☆） ¥35,000 35,000 インバーター1500Wサイン波　SK1500-112　※3 ¥146,500
チャイルドベッド延長 （グランベル用） ¥54,000 54,000 インバーターリモコン　SK1500用　CR-8 ¥60,000
サイドオーバーヘッド収納棚 （リブロ用） ¥95,000 95,000 インバーターリモコン　SK1500用高機能　CR-6-12V ¥10,000
ポータブルトイレ　ﾎﾟﾙﾀﾎﾟｯﾃｨPP-335 ¥21,600 21,600 ソーラーパネルセット１６５Ｗ（フレキシブル） ¥192,600
カセットトイレ　グランベル用 ¥110,000 110,000 ソーラーパネルセット２２５W（専用取付け金具） ¥225,400
網戸(窓用固定タイプ）１枚 ¥12,000 12,000 ＤＣソケット ¥4,500
網戸(窓用固定タイプ）２枚 （特裝車用） ¥24,000 24,000 ※１　電子レンジ(上段)、インバーター1500W(下段)が収納できるようになります。

防虫ネット(スライドドア用ダブルファスナー） ¥24,000 24,000 ※２　ブロス、リブロは電子レンジを常設する場合、｢左リヤ収納庫大型タイプ｣とセットでお選びいただく

防虫ネット(リヤゲート用ダブルファスナー） （標準幅用） ¥26,000 26,000 　　　 必要があります。デュオtypeCはギャレーカウンターの引出し収納庫が設置場所となります。

防虫ネット(リヤゲート用ダブルファスナー） （ワイド用） ¥26,000 26,000 ※３　ブロス、リブロは左リヤ収納庫が標準タイプの場合は上段、｢左リヤ収納庫大型タイプ｣とセットで

マルチシェード　フロント３点　ｼﾙﾊﾞｰ/ｸﾞﾚｰ （標準幅用） ¥10,000 10,000 　　　 お選びいただいた場合は下段が設置場所となります。

マルチシェード　リヤ１０点　ｼﾙﾊﾞｰ/ｸﾞﾚｰ （標準幅用） ¥25,000 25,000

マルチシェード　フロント３点　ｼﾙﾊﾞｰ/ｸﾞﾚｰ （ワイド用） ¥12,000 12,000 ■外装オプション
マルチシェード　リヤ１０点　ｼﾙﾊﾞｰ/ｸﾞﾚｰ （ワイド用） ¥25,000 25,000 サイドオーニング　３ｍ ¥140,000
フロントフロアカーペット(デュアルタイプ) ¥15,905 15,905 プラスチックバイザー ¥16,500

価格、仕様は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

[改訂日：2020年5月] 株式会社　ビークル
140,000 〒340-0023　埼玉県草加市谷塚町1080-18
16,500

標準幅 ワイド幅

TEL：048-927-5678　FAX：048-927-5500


