
●リアワイドトレッド

●コーナーセンサー（フロント）

●前進誤発進抑制機能

ヴォーンとしてのベース車標準装備

●フロントバンパー塗装+メッキガーニッシュ ●フロント2スピーカー（オーディオレス）

●エアコン高性能フィルター

●PCS（衝突被害軽減ブレーキシステム）

●UVカット機能サイドガラス

●LDA（車線逸脱防止支援システム）

●運転席シートバックサスペンション

●シュタイン

32,800

●ホワイト

アルミパネルカラー （選択してください）

●スチールブルーメタリック

●ボストンブルーメタリック

RWB
2754cc

ディーゼルターボ

●フロアカーペット（カットパイル）

●インパネセンタークラスター（カスタム用）

●リクライニング機能付き助手席分割3人乗り

Gパッケージ

●ABS

R2B RWB

●シャンパンゴールド

●オートマチックハイビーム機能

●130Aオルタネーターにアップグレード

●運転席＆助手席SRSエアバック

●（2WD車）Fタイヤ：185/75R15・Rダブルタイヤ：175/75R15 （緊急用タイヤは175）

●（4WD車）Fタイヤ：185/75R15・Rダブルタイヤ：185/75R15 （緊急用タイヤは175）

2WD

●Adbule尿素タンク 13L（ディーゼル車）

●運転席ランバーサポート

32,800 23,140

●フロントヒーター

7名

（6名）

6名

（6名）

●燃料タンク 60L（ディーゼル車）

●ショコラーデ

40,000 9,600

ダブル ¥11,440,000 (¥10,400,000)

ダブル ¥11,790,000 (¥10,718,182)

9,600

109,500

40,000 103,700

インテリアデザイン （選択してください）

●パワーウィンドウ

●LEDヘッドライト

●バロックレッドメタリック

●オートライトシステム

ベース車両の標準装備

23,140

6AT

●フロアカーペット（カットパイル）

●シート表皮トリコット

タイプ （選択してください）

●ラジエターグリルメッキ

●100Aオルタネーター

6AT

現在のものです。

23,140

※この価格表は

重量税
自賠責保険

（25ヶ月）

32,800

乗車定員

（就寝定員）

9,600

リサイクル

預託金

●盗難防止イモビライザー

●VSC（横滑り防止装置）

●カラードバンパー

●ラジエターグリル（ボディ色）

●ワイヤレスドアロック

●小型ルームランプ

●LEDフォグランプ

●フロントエアコン

4WD

車両本体価格　（税別本体価格）

ダブル ¥11,440,000 (¥10,400,000)

ダブル ¥11,790,000 (¥10,718,182)

2754cc

ディーゼルターボ

ミッション

※表示価格はすべて消費税込み表示です。

タイプ

32,800

40,000 103,700

ベース車両

新カムロード

車両寸法（LWH）

5190 ☓ 2100 ☓ 2880

エンジン 駆動
自動車税

（年額）

環境性能割

（3%）

40,000 109,500

2WD 6AT

2023年1月27日

23,140 9,600

4WD 6AT

ヴォーンEXCLUSIVE R2B & RWB 価格表

リアタイヤ

R2B

●リアサスペンションリーフ強化

7名

（6名）

6名

（6名）



★

★

★

★ 灰皿（シガレットライターセット）

★ リアラダー（折畳みスーリーフォールディングダブル10段）

強化スタビライザー前後SET　フロント28Φ（UIビークル製）

足まわり強化（F＆R強化ショック：UIビークル製）

2WD車のリアダブルタイヤを185/75R15に変更 ★

通路用追加ベッドマット ★

★

PUレザー採用コンビシートデザイン

※1：温水ボイラーを選択した場合は、設置スペースにリアベッド下のスペースの一部を占有します。83,490円

バッテリー85D26L（2個 並列）※5

キャンパー架装部オプション

走行用リアヒーター

ポータブルトイレ

FFヒーターマルチコントローラー（高標高対応）

フリールームシャワーKIT

サイドオーニング3.0m（手動）

温水ボイラー22L（AC100V／ラジエター式） ※1

360°全方向カメラ（360°OMNI VUE）

サイドオーニング3.0m（電動）

フリールーム小型換気扇

LED室内照明（フリールーム除く）

シェルフステップ（エントランス）

読書灯（バンクベッド左側）

アクリル２重窓（遮光ブラインド＆ネット付き）

3点式シートベルト（サードシート）

キャブ間仕切りカーテン

※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。

ダイネット拡張マット（ エントランス部分）

読書灯（2段ベッド用に上下段）

ベッド下バゲッジドア（左側840x460mm）

ベッド下バゲッジドア（右側560x700mm）

外装 高断熱アルミコンポジットパネル（カラー選択可）

バックアイカメラ（ナビ接続用の汎用品）

エントランスドア（キーレス連動ロック機構）

ヴォーンEXCLUSIVE R2B & RWB 価格表

スライド式バンクベッド

バンクベッド転落防止ネット

バンクベッド用ラダー

４人掛けダイネットシート

AC100V出力インバーター1500W（正弦波）

ソーラーチャージャー（280W）

AC100Vコンセント

DC12Vソケットフリールーム（トイレ＆シャワーはオプション）

カーテン一式

キャンパー架装部の装備

室内装備

フロア間接照明

マックスファン飾り

LED間接照明

マックスファンベンチレーター（リモコン付）

フリールーム防水シャワーパン

ドリンクホルダー付ウィンドウトレイ

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

空調

キッチン

水周り

持込カーナビ取付け（新品のみ）

※8 25,300円

★ : すでに完成した即納車には取付けできません。

冷蔵庫（12V／70L／両開き）

電子レンジ

耐熱ガラス蓋付きシンク＆コンロ

テレビアンテナ

152,790円 BSアンテナ（全国版）

111,320円

233,200円

371,800円※2

※2

※2

13,200円

寒冷地仕様 [4WD]　※4

2,200円

124,300円

ベース車両オプション

寒冷地仕様 [2WD]　※3 35,200円

ヘッドランプクリーナー ※5 16,500円

フロアマットゴム24,200円

ハイパーエボリューションネオシステム電気設備

リチウムイオンバッテリー（100A×4個）計400A

パイロットランプ付きメインスイッチ

VOTRONICバッテリーコンピューター100S

メインバッテリーAC電源充電システム

100V電源：自動切替マルチコントローラー

R2B

専用装備

AC（100V) コンセント追加1ヶ所につき

495,000円

外部収納庫

2段ベッドプライベートキャビネット

LEDマーカーランプ（後部2箇所）

シューズBOX（テレビ台兼用）

大型常設ベッド（ウッドスプリング+専用マットレス）

常設2段ベッド

ハイマウントストップランプ

キッチン延長テーブル

110,800円

外部電源充電システム（22.5A×2基＝45A）

30,690円

カセットトイレ（Dometic） 195,470円

139,150円

ボディポリマーコーティング作業

66,550円

66,550円

フリールーム窓（500x300mm） 72,600円

145,200円

ナビ　メイン/サブ切替スイッチ（HDMI出力1か所） 55,000円

EXCLUSIVE専用フロアカーペット

※2：車検証上の寸法（全長または全高）が変更となります。

※3：バッテリー85D26L×2、LLC50％、フロントワイパー強化モーター、フューエルヒーター

ヘッドランプクリーナー、スターター強化

※4：バッテリー85D26L×2、LLC50％、フロントワイパー強化モーター、フューエルヒーター、スターター強化

※5：寒冷地仕様を選択せず、単体での注文が可能です。

※6：メーカー特設OP扱い（納期が+1.5か月かかります）ミラーは手動調整です。

6,820円

※7：一部重い車両やハンドリングをよりしっかりとさせたい方はフロントスタビを30Φへ

　　　　追加料金8800円で変更可能です。

203,350円

ボディガラスコーティング作業 165,000円

143,000円

サイクルキャリア（2台積み） 98,560円

RWB

専用装備

LEDエントランス灯（FIAMMA）

18,700円

R2B後部ベッド下バゲッジドア（1000x400mm）

USBポート（1A+2.1）

家庭用インバーターエアコン（2.2kwタイプ）

FFヒーター

D席P席電動格納ミラー（熱線付+2面鏡） ※6

※8：新車販売時にFFヒーター本体と同時装着の価格です。

レンジフード換気扇

清水・排水タンク（各60L）ステンレス製

リアスピーカー 53,200円

※2 62,590円

66,000円

※7

50,600円

219,500円

RWBマルチルームバゲッジドア（500×800ｍｍ） 72,600円


