
ハイエース・スーパーロングベース車　価格表　　　（この価格は税抜です。）

DX車 フューチャー ベッセル・Ｊ デュオtypeS
ベッセル
ファミーユ

2WD/6AT ¥4,414,700 ¥4,362,700 ¥4,342,700 ¥4,332,700

4WD/6AT ¥4,697,700 ¥4,645,700 ¥4,625,700 ¥4,615,700

2WD/6AT ¥4,839,700 ¥4,787,700 ¥4,767,700 ¥4,757,700

4WD/6AT ¥5,122,700 ¥5,070,700 ¥5,050,700 ¥5,040,700

※メーカーオプションのリヤヒーター、リヤクーラー、オーディオレスは全車標準装備となります。 ☆は装着出来ません

キャンパー特装車

2WD/6AT ¥4,696,700 ¥4,654,700 ¥4,624,700 ¥4,614,700

4WD/6AT ¥4,979,700 ¥4,937,700 ¥4,907,700 ¥4,897,700

■特装車用　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<058> ¥0 ナビ７型ワイド　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸCN-RE05WD ¥118,600
ボディカラー　ｼﾙﾊﾞｰﾏｲｶﾒﾀﾘｯｸ<1E7> ¥0 ナビ７型ワイド　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸCN-RX05WD(HDMI端子対応） ¥168,600
ボディカラー　ﾀﾞｰｸﾌﾞﾙｰﾏｲｶﾒﾀﾘｯｸ<8P4> ¥0 ナビ１０型　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸCN-F1X10D ¥228,600
ボディカラー　ﾍﾞｰｼﾞｭﾒﾀﾘｯｸ<4R4> （特裝車用） ¥0 ナビ１０型　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸCN-F1X10BD(HDMI端子対応） ¥270,000
ボディカラー　ﾗｲﾄｲｴﾛｰ<599> （DX車用） ¥0 0 バックカメラ接続ハーネス　AV-C23　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ用 ¥10,000
ボディカラー　ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙｸﾘｽﾀﾙｼｬｲﾝ<070> （特裝車用） ¥30,000 30,000 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　ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰﾊﾟｰﾙﾄｰﾆﾝｸﾞ<2QD> （特裝車用） ¥70,000 70,000 ナビ用　３点スイッチ ¥10,000
ボディカラー　ﾌﾞﾗｯｸ<202> （特裝車用） ¥152,000 152,000 フリップダウンモニター１０.１　ｱﾙﾊﾟｲﾝRSA10S-L-B ¥91,900
純正アルミホイール ¥60,000 60,000 フリップダウンモニター１２.８　ｱﾙﾊﾟｲﾝRXH12X-L-B ¥133,100
リヤＬＳＤ（４WD車のみ）　注１ ¥30,000 30,000 フリップダウンモニター１２.８　ｱﾙﾊﾟｲﾝPXH112X-R-B ¥161,900
パワースライドドア　※ガラスが固定式になります （特裝車用） ¥64,000 64,000 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（ロービーム/オートレベリング機能付） ¥60,000 60,000 ＲＣＡコード　映像線 ¥5,000
VSC&TRC・EBD付ABS+ﾌﾞﾚｰｷｱｼｽﾄ･ﾋﾙｽﾀｰﾄｱｼｽﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ･緊急ﾌﾞﾚｰｷｼｸﾞﾅﾙ 22,000 ＨＤＭＩコード　ＲＣＡコードより変更 ¥4,100

（特裝車用） ¥31,000 31,000 リヤスピーカー　ｶﾛｯﾂｪﾘｱTS-STX510 ¥25,000
バックモニター内蔵自動防眩インナーミラー ¥34,000 34,000 ＥＴＣ　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸCY-ET926D+CA-FX926D+ｾｯﾄｱｯﾌﾟ ¥19,900
寒冷地仕様　（ガソリン車）　◆ ¥17,000 17,000 ＥＴＣ２.０　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸCY-ET2010D+ｾｯﾄｱｯﾌﾟ ¥33,200
寒冷地仕様　（ディーゼル車）　◆ （特裝車除く） ¥25,000 25,000 ＥＴＣインダッシュ金具 ¥2,500
リヤフォグランプ（右側のみ）　注２ ¥10,000 10,000 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
ヒーター付電動格納式リモコンドアミラー（ガソリン車）　注２ ¥5,000 5,000 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 ¥74,000
ヒーター付電動格納式リモコンドアミラー（ディーゼル車）　注２（特裝車除 ¥25,000 25,000 ドライブレコーダー前後　ｺﾑﾃｯｸZDR026 ¥64,000
アクセサリーコンセント（AC100V・100W） ¥9,000 9,000 ドライブレコーダー駐車監視配線　ｺﾑﾃｯｸHDROP-14 ¥3,000
ＧＬパッケージ　2WD/ガソリン （特裝車除く） ¥97,000 97,000

ＧＬパッケージ　4WD/ガソリン （特裝車除く） ¥96,000 96,000

ＧＬパッケージ　ディーゼル （特裝車除く） ¥95,000 95000
リヤサイドガラス両側固定式 （GLパッケージ車用） ¥-12,000 -12,000 ＦＦヒーター　AT2000STC　ALT ¥181,000
助手席SRSエアバッグ （特裝車除く） ¥15,000 15,000 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
電動格納式リモコンドアミラー（助手席側ワイドビュー） （ＤＸ車用） ¥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
ﾌﾟﾘｸﾗｯｼｭｾｰﾌﾃｨｼｽﾃﾑ･ﾚｰﾝﾃﾞｨﾊﾟｰﾁｬｰｱﾗｰﾄ･ｵｰﾄﾏﾁｯｸﾊｲﾋﾞｰﾑ(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車)ﾚｽ　◇ ＡＣオートチャージャー ¥49,800

（特裝車除く） ¥-70,000 -70,000 ウィンドウファン ¥21,500
ﾌﾟﾘｸﾗｯｼｭｾｰﾌﾃｨｼｽﾃﾑ･ﾚｰﾝﾃﾞｨﾊﾟｰﾁｬｰｱﾗｰﾄ･ｵｰﾄﾏﾁｯｸﾊｲﾋﾞｰﾑ(ｶﾞｿﾘﾝ車)ﾚｽ　◇ 追加サブバッテリー ¥29,000

（特裝車除く） ¥-93,000 -93,000 １９インチ液晶モニター　ﾌｭｰﾁｬｰ･ﾃﾞｭｵtypeS用（別途ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ必要）　 ¥66,500
VSC&TRC・EBD付ABS+ﾌﾞﾚｰｷｱｼｽﾄ･ﾋﾙｽﾀｰﾄｱｼｽﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ･緊急ﾌﾞﾚｰｷｼｸﾞﾅﾙﾚｽ　注３ 電子レンジ（固定ベルト付き、カセットコンロレス） ¥28,000

（特裝車除く） ¥-31,000 -31,000 インバーター350Wｻｲﾝ波　SK350-112 ¥49,000
スライドステップカバー（純正部品加工取付け含む） （特裝車除く） ¥30,000 30,000 インバーター350Wｻｲﾝ波　FI-S353A ¥53,100
コーナーセンサー　フロント左右　（ディーラーOP　白・シルバー・黒） ¥41,500 41,500 インバーター1500Wサイン波　SK1500-112 ¥146,500
コーナーセンサー　リヤ左右　（ディーラーOP　白・シルバー・黒） ¥37,900 37,900 インバーターリモコン　SK1500用　CR-8 ¥6,000
フロントフォグランプ （特裝車除く） ¥29,000 インバーターリモコン　SK1500高機能　CR-6-12V ¥10,000
注１VSC&TRC・EBD付ABS+ﾌﾞﾚｰｷｱｼｽﾄ･ﾋﾙｽﾀｰﾄｱｼｽﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ･ 29,000 ソーラーパネルセット２２５Ｗ（ルーフ直付け） ¥203,500
　　緊急ﾌﾞﾚｰｷｼｸﾞﾅﾙ非装着を選択した場合のみ装着できます。 140,000 ＤＣソケット ¥4,500
注２◆を選択した場合のみ装着できます。 54,000

注３◇を選択した場合のみ装着できます。 38,000 ■外装オプション
24,000 サイドオーニング　３ｍ ¥140,000

■内装オプション 36,000 大型ドアバイザー ¥14,700
セカンドシート中央席3点式シートベルト（土台カバー付） ¥25,000 25,000

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 [改訂日：2020年1月]

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 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。

二段ベッド　ベッセル・ファミーユ用 ¥140,000 140,000

フロントオーバーヘッド収納棚 ¥38,000 38,000

網戸(窓用固定タイプ）２枚 ¥24,000 24,000

網戸(窓用固定タイプ）３枚　特装車用 ¥36,000 36,000

防虫ネット(スライドドア用シングルファスナー） ¥28,000 28,000

防虫ネット(スライドドア用ダブルファスナー） ¥30,000 30,000

防虫ネット(リヤゲート用シングルファスナー） ¥30,000 30,000

防虫ネット(リヤゲート用ダブルファスナー） ¥32,000 32,000

マルチシェード　フロント３枚セット ¥12,000 12,000

マルチシェード　リヤ１３枚セット(特装車用) ¥26,000 26,000

マルチシェード　リヤ１１枚セット(ＤＸ車用) ¥25,000 25,000

ポータブルトイレ　ﾎﾟﾙﾀﾎﾟｯﾃｨPP-335 ¥21,600 21,600 株式会社　ビークル
運転席･助手席ｼｰﾄﾊﾞｯｸ背もたれﾏｯﾄ（特裝車のみ、ﾍﾞｯｾﾙ･Jは標準装備 ¥35,000 35,000 〒340-0023　埼玉県草加市谷塚町1080-18

TEL：048-927-5678　FAX：048-927-5500

¥4,789,700

¥5,072,700

ガソリン　2700ｃｃ　
¥4,646,700

¥4,929,700

※メーカーオプションのリヤヒーターは全車標準装備となります。

ファルベス

ガソリン 2700ｃｃ　
¥4,364,700

¥4,647,700

ディーゼルターボ　2800ｃｃ　


