マツダ
ボンゴトラック

（カービィ）

価格表

表示価格は税別表記です
この価格表は2018年5月2日現在のものです。

カービィ車両本体価格表（選べる3つのレイアウト）
レイアウト

駆動

R2B
二 段ベッド

フリ ー R

乗車6名／就寝3名+子ども2名

冷

DC
乗車6名／就寝3名+子ども2名

2WD
4WD

2WD

フリーR

冷

RWB

冷
↓

ダブルベッド

フリ ー R

乗車5名／就寝2名+子ども2名

4WD

2WD
4WD

グレード

ミッション

DX

5MT

DX

5速AT

GL

5速AT

DX

5速AT

GL

5速AT

DX

5MT

DX

5速AT

GL

5速AT

DX

5速AT

GL

5速AT

DX

5MT

DX

5速AT

GL

5速AT

DX

5速AT

GL

5速AT

車両本体価格

￥4,300,000（＋税）

●電動リモコンミラー（角度調節・助手席のみ）
●カラードバンパー
●センターコンソールボックス
●運転席エアバック
●助手席エアバック
●4輪アンチロック・ブレーキ・システム（4W-ABS）
●助手席サンバイザー
●パワーウィンドウ
●電波式キーレスエントリーシステム

室内装備（インテリア）

●軽量PVC家具
●ドリンクホルダー付ウィンドウトレイ
●3点式シートベルト（サードシート）ト
●４人掛けダイネットシート
●着脱式ダイネットテーブル
●オーバーヘッドキャビネット
●カーテン＆カーテンBOX一式
●フリールーム（トイレはオプション）
●ファン付きルーフベント（換気扇）
●室内照明（LED照明）
●LEDダウンライト
●LED読書灯（バンクベッド）
●スライド式バンクベッド
●バンクベッド用昇降ラダー
●アクリル2重窓（遮光ブラインド＆ネット付）
●バンクベッドサイド・アクリル2重窓
●エントランス手すり
●シェルフステップ（エントランス）

キッチン水まわり装備

●冷蔵庫（12V／40L）
●カセットコンロ
●引き出し式シャワーフォーセット
●シンク
●清水・排水タンク（各19L）
●キッチン上部キャビネット収納

外部装備（エクステリア）

●外壁アルミパネル（カラー選択可）
●網戸付エントランスドア（集中ドアロック連動）
●LEDポーチライト（エントランス上部）
●LEDマーカーランプ（リア2箇所）
●外部収納庫
●ハイマウントストップランプ
●オリジナルデカールステッカー
●リア足回り強化
●フロント強化トーションバー

取得税
（3％）

重量税

自賠責保険料
（25ヶ月）

リサイクル預託金

31,600

55,200

24,600

31,230

9,120

￥4,380,000（＋税）
￥4,550,000（＋税）
￥4,660,000（＋税）

選べるパネルカラー（全5色）
カービィの外壁パネルの表面には
アルミ素材を採用。
従来のFRPパ
ネルよりも重量が軽くなることで
燃費が向上。
断熱性も損なうこと
なく美しい仕上がりが特徴です。

￥4,736,000（＋税）
￥4,300,000（＋税）
￥4,380,000（＋税）
￥4,550,000（＋税）
￥4,660,000（＋税）
￥4,736,000（＋税）
￥4,420,000（＋税）
￥4,500,000（＋税）

また、
アルミ素材はリサイクルが可能ですのでエコロジーにも貢献しておりま
す。
パネルカラーはバリエーション豊かな5色のカラーより選択可能です。
し
かもパネルカラーの選択は無料です。

スチールブルーメタリック

アズールブルーメタリック

バロックレッドメタリック

ボストンブルーメタリック

ホワイト

￥4,670,000（＋税）
￥4,780,000（＋税）
￥4,856,000（＋税）

オプション

標準仕様について
ボンゴトラック装備（ベース車両：DX）

自動車税
（年額）

◯印はベースグレードをGLにした場合の変更点

●AM/FMラジオ+2スピーカー
●ホイールキャップ
◯ルームミラーが防眩式になります
◯フロアカーペットが不織布になります
◯ドア成形フルトリムにクロスが施されます
◯CD一体AM/FMチューナーに変更されます
◯シート生地がクロス生地になります
◯メッキバー入りフロントグリルが装備されます

電気設備

●集中スイッチパネル
●VOTRONICバッテリーコンピューター（残量計）
●室内AC100V＆DC12Vコンセント
●115Aサブバッテリー
●NewEra走行充電システム
●外部電源入力（10m専用コード付属）

R2B 専用装備

●常設2段ベッド
●LED読書灯（２段ベッド２箇所）
●シューズBOX（テレビ台＆電子レンジスペース）
●2段ベッド下大型収納（バゲッジドア付）
●3段スパイスラック
●ダイネット拡張マット（エントランス部分）

DC

専用装備

●サイドカウチソファー
●シューズBOX（キッチン下）
●サイドカウチソファー下部収納庫
●エントランス転落防止板
●フリールームアクセス用バゲッジドア

RWB 専用装備

●前向きサードシート兼Ｌ型ソファ
●リア常設ダブルベッド
●リアベット用格納ラダー
●リアベッド下超大型カーゴスペース（３方向バゲッジドア）
※1 ・・・ 車両の寸法が変更になります。
※2 ・・・ 完成車両に追加で取り付けることは不可。
※3 ・・・ R2Bレイアウトにサイクルキャリアを選択された場合は車体最後
部のバゲッジドア
（2段ベッド下収納扉）
が無しとなります。
ご注文
後のオプション取付に関しては「2台積みリフトタイプ」が選択可
能となります。 RWBレイアウトにサイクルキャリアを選択された
場合は後部バゲッジドア1枚が無くなります。
※4 ・・・ リアラダーとサイクルキャリアの同時装着は不可。

マツダ純正オプション
○フロアマット（ゴム） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,305円
○サイドバイザー（スモーク・プラスチック） ・・・・・・・ 15,200円
○ナンバープレートリム（前後メッキ） ・・・・・・・・・・・・ 4,000円
○バックブザー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6,600円
○カップホルダー＆小物入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14,000円
◯メッキバー入りフロントグリル（DXのみ・GLは標準） ・・ 9,333円

カービィ架装オプション
○走行用リアクーラー ※2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・195,500円
○走行用リアヒーター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 92,000円
◯バックアイカメラ（カメラのみ） ・・・・・・・・・・・・・・・ 40,000円
○FFヒーター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・230,000円
○FFヒーター高標高用ポンプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40,200円
○90Ｌ冷蔵庫にアップグレード（DCのみ）
・・・・・・・・・ 47,100円
○バンクベッド転落防止ネット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28,700円
○サイドオーニング2.6m ※1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・112,700円
○サイドオーニング2.6m（電動）※1 ※2 ・・・・・・・・・170,200円
○電子レンジ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38,000円
◯追加サブバッテリー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39,100円
◯外部100V充電器（12A） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46,000円
◯外部100V充電器（25A）※追加サブバッテリー選択時に推奨 ・・ 57,500円
○インバーター1500W（正弦波） ・・・・・・・・・・・・・・・138,000円
○インバーター300W（擬似サイン波）・・・・・・・・・・・ 11,500円
○インバーター1500W 外部電源：自動切替マルチコントローラー ・・・ 50,000円
○追加コンセント（12V及び100V） ・・・・・・・・・・・・・ 11,500円
○フリールーム丸型窓 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46,000円
◯フリールーム小型ベンチレーター ・・・・・・・・・・・・・ 32,200円
○マックスファンベンチレーターにアップグレード ※1 ・・・ 30,000円
◯レンジフード換気扇 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55,200円
○テレビアンテナ ※1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43,700円
○BSアンテナ（全国版）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・304,700円
◯テレビ設置トレイ（DCのみ・100Vコンセント含む）
・・・ 23,000円
◯液晶テレビ壁掛けアーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25,000円
◯通路用補助マット（R2Bのみ） ・・・・・・・・・・・・・・・・ 46,000円
○リアスピーカー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32,200円
○バックカメラ用ミラーモニター ・・・・・・・・・・・・・・・・ 46,000円
○持込カーナビ取り付け（新品のみ） ・・・・・・・・・・・・ 50,000円
◯ポータブルトイレ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25,000円
◯シャワーパン（フリールーム防水） ・・・・・・・・・・・・・ 50,000円
○ソーラーチャージャー（100W・コントローラー付）・・・・・・120,000円
○ソーラーチャージャー（200W・コントローラー付）・・・・・・170,000円
○サイクルキャリア（2台積み）※1 ※3 ・・・・・・・・・・ 62,100円
◯サイクルキャリア（2台積みリフトタイプ）※1 ※3・・120,000円
○追加サイクルキャリア（1台につき） ・・・・・・・・・・・・ 11,500円
○リアラダー（折りたたみ式）※1 ※4 ・・・・・・・・・・・・ 69,000円
○ランチョRS9000足まわり強化（前後）・・・・・・・・・ 96,600円
○フロントハーフスポイラー（ホワイト塗装）・・・・・・・ 55,200円
○ポリマーコーティング作業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80,000円

