
○ムーンライトバイオレットパールメタリック（ZVJ）※オプション

BODY COLOR （選択してください）

●ホワイト（26U）

キャンピングカー架装部の標準装備

●シルキーシルバーメタリック（Z2S）

●ブルーイッシュブラックパール3（Z13）

●手触りの良いベッドマット生地

●ベッド下収納

●ポップアップルーフ架装

●AC100Vコンセント（外部電源接続時）

●走行充電システム ●ベッド下家具の簡単着脱機能

●ディープサイクルサブバッテリー（80A）

※1 : オプションでシンク装着または追加バッテリー装着時は右側収納はなくなります。

●クールカーキパールメタリック（ZVD）

●DC12Vソケット（2口）

ミッション
自動車税

（年額）
（税別本体価格）

5MT ¥3,061,300 (¥2,783,000)

4名

（4名）

車両寸法（LWH）

3395 ☓ 1450 ☓ 1980

ベース車両

エブリィバン（ハイルーフ）Klein 108 - Pop - 価格装備表
（クライン 108  ポップ）

●ノクターンブルーパール（ZJP）

ポップアップルーフ架装

（軽4ナンバー登録）

5,000 25,000

5MT ¥3,193,300 (¥2,903,000) 5,000 25,000

駆動

2WD

パートタイム

4WD

環境性能割

（3%）
ベースグレード

JOIN

車両本体価格

※この価格表は 現在のものです。

※表示価格はすべて消費税込み表示です。

乗車定員

（就寝定員）

自賠責保険

（25ヶ月）

リサイクル

預託金
重量税

2023年1月27日

●左右上部キャビネット

●プライバシーカーテン一式（6面）

●左右収納付きカウンター　　　　　　　　　　　　　※1

6,600 20,310 8,300

4AT ¥3,237,300 (¥2,943,000) 5,000 25,000 6,600 20,310 8,300

6,600 20,310 8,300

4AT ¥3,369,300 (¥3,063,000) 5,000 25,000 6,600 20,310 8,300

●カーテンボックス部の小物入れ（左右）

●LEDメイン照明（タッチセンサー）

●ペンダントLED照明

●クロームメッキハンガーフック（2箇所）

●サブバッテリー電圧計＆メインスイッチ

●2WAYダイネットテーブル

●ベッドマット角度変更用アシストバー

●USB電源ポート（2.1A）



ベース車両オプション キャンパー架装部オプション

フロアカーペット（ラバー） 外部電源＆100Vコンセント（10mコード付）

フロアカーペット（ノーブル） 外部充電システム（12.5A）※1

フロアカーペット（シャイニー） 追加サブバッテリー（80A）※2

プラスティックドアバイザー（1台分） 伸縮式シャワーヘッド付シンクセット（給排水5L）※2

マッドガード（ブラック）リアのみ 正弦波400Wインバーター（スイッチ付）※3

フロント3面プライバシーシェイド FFヒーター

リヤプライバシーシェード（メッシュ付き）

リアゲートカーテン＆タープキット SDナビゲーションパッケージ（フルセグ）※4

バックドアインナーハンドル バックカメラ（社外汎用品） ※1 :外部電源装着車のみ選択可

バックアイカメラ ミラーモニター ※2 :追加バッテリーとシンクセットの同時装着不可

ETC車載器（単体） ※3 :インバーター本体のコンセントのみ

ETC2.0車載器（単体） ※4 :ナビ本体(エントリークラス)

シガーライター ※5 ETCセットアップ手数料（ETC／ETC2.0） ※5：標準装備のアクセサリーソケットを取り外して装着します

オートドアロックシステム ※6 防虫ネット（右側スライドドア用） ※6：バックアイカメラ付ディスプレイオーディオ（メーカーオプション）と同時装着不可

リモート格納ミラー 防虫ネット（左側スライドドア用） ※7：リアゲートカーテン＆タープキットと同時装着不可

オートドアロックシステム＆リモート格納ミラー 防虫ネット（リアドア用）スズキ純正 ※7

●

●

メッキメーターリング

1速発進モードインジケーター

車線逸脱警報機能

誤発進抑制機能

ハイビームアシスト

後退時ブレーキサポート

●●サイドパーキングブレーキ

4WD車●4WD車● ●●

● ●

停車時アイドリングストップシステム ● ー

37,620円

エアコン（エアフィルター付）

●

●

●

●

●

●

●

USB電源ソケット　Type-A 1個、Type-C 1個

●

エコドライブアシスト照明

自発光メーター（常時照明式）

フロント2スピーカー（オーディオレス仕様）

●

●●

分割可倒式リアシート

セキュリティアラームシステム●

●●

●

● ●

● ●

快適装備

ナビゲーション用　サブB切替スイッチ+映像出力

42,460円

58,630円

16,500円

窓用網戸（左右2枚セット）

電波式キーレスエントリー（アンサーバック付）

● ●

リアヒーター

●●

44,000円

27,500円44,000円

22,000円

16,500円

2,750円／5,335円

22,000円

38,500円

ボディーガラスコーティング作業 66,000円

44,000円

窓用遮光パッド（前3面セット）プライバシー保護

27,830円

44,000円

56,320円 15,400円

窓用遮光パッド（リア5面セット）プライバシー保護 22,000円

51,090円

カータープ　2.5M×2.5M（スズキ製） 44,000円

261,690円

44,000円ボディーポリマーコーティング作業

52,910円

25,410円

● ●

● ●

● ●

ー ー

● ー

● ●

● ー

ー ー

ー ー

●●

●●

● ●

●●

●●

14,520円

オートライトシステム

ヒルホールドコントロール

運転席・助手席SRSエアバック

デュアルカメラブレーキサポート

先行車発進お知らせ機能

ふらつき警報機能

Klein 108 - Pop - オプション表
（クライン 108  ポップ）

4AT 5MT

●●軽量衝撃吸収ボディー TECT（テクト）安全装備

JOIN
ベースグレードの装備比較

●：標準装備

○：オプション

代表的な装備のみを記載しています。詳細はメーカーホームページ等で確認してください。

※表示価格はすべて消費税込み表示です。

※この価格表は 2023年1月27日 現在のものです。

JOIN

4AT 5MT
ベースグレードの装備比較

計器類 シフトインジケーター

電動格納式リモコンドアミラー

パワーウインドウ（フロント・リア）

● ●

●

エコドライブインジケーター●

リアシートヘッドレスト

シート

● ●

● ●

● タコメーター

●●

ファブリックシート表皮

後方誤発進抑制機能

ディスチャージヘッドランプ（ロービーム）

ESP

4輪ABS（EBD付）

23,320円

エマージェンシーストップシグナル

リアパーキングセンサー

11,220円

フルホイールキャップ

45,320円

●●

その他

5,280円

181,500円

6,380円

FFヒーター高標高対策品 44,220円

ヒーテッドドアミラー（4WD車）

30,250円

46,640円

18,260円

27,500円

24,200円

5,940円

ボディカラー：ムーンライトバイオレットパールメタリック

ハロゲンフォグランプ：白


