
ベース車両

ハイエース スーパーロングワイドツェルト Klima (キリマ) 価格装備表

エンジン

現在のものです。

キャンパー特装車

2700cc

ガソリン

●サードシートFASP（2人掛け）

●シンク（上蓋付き）

乗車定員

（就寝定員）

2WD

2WD

2WD

2WD

4WD

4WD

4WD

4WD

6AT

6AT

6AT

6AT

6AT

6AT 32,80087,000 23,140 15,080

7名

（4名）

23,140 15,080

キャンパー特装車

2800cc

ディーゼルターボ

車両本体価格　　（税別本体価格）

¥6,765,000 (¥6,150,000)

¥7,073,000 (¥6,430,000)

¥7,238,000 (¥6,580,000)

¥7,546,000 (¥6,860,000)

駆動 ミッション Toyota Safety Sense P

●標準設定 32,800

32,800

32,800 15,080

32,800

32,800

32,800 23,140

23,140 15,080

23,140

23,140 15,080

キャンパー特装車

2700cc

ガソリン

キャンパー特装車

2800cc

ディーゼルターボ

¥7,205,000 (¥6,550,000)

¥7,513,000 (¥6,830,000)

¥7,678,000 (¥6,980,000)

96,800

40,000 86,100

40,000

40,000

40,000●標準設定

●標準設定

●標準設定

●標準設定

92,1006AT

6AT ¥7,986,000 (¥7,260,000)

※レーダークルーズコントロールシステムの機能は、搭載されていません。

Toyota Safety Sense P

●ショコラーデ

●シュタイン

INTERIOR DESIGN （選択してください）

●バッテリープロテクター

●フルLED照明

・天井メイン照明（2箇所）

・ダウンライト（6箇所）

●プリクラッシュセーフティシステム

（歩行者検知機能付衝突回避支援タイプ／ミリ波レーダー＋単眼カメラ方式）

●フルスタイルウインドウ用アクリル窓（700×400mm／500×300mm）

●ボトロニックバッテリー残量計

●6連スイッチパネル

●DC12Vソケット（2個）+ USB電源ポート

●AC100Vコンセント（2箇所）／外部電源用

※キャンパー特装車にはパーキングサポートブレーキが付属されません。

●高性能走行充電システム（C-TEK：D250SE+スマートパス）

ZELT
Klima Li

2023年1月29日※この価格表は

グレード

ZELT
Klima

32,800

40,000 86,100

40,000 96,800●標準設定

自動車税

（年額）

●標準設定

●標準設定 40,000 92,100

23,140 15,080

15,080

15,080

重量税
自賠責保険

（25ヶ月）

リサイクル

預託金

環境性能割

（3%）

40,000 23,14087,000

※表示価格はすべて消費税込み表示です。車両寸法（LWH）

5380 ☓ 1950 ☓ 2280

●クールスター（DC12V車載クーラー）※室外機は床下スペアタイヤスペース

●大容量サブバッテリー対応の外部充電システム（22.5A×2基=45A）

●フルスタイルウインドウ（ボディ右側の窓を専用パーツで拡張）

●大容量サブバッテリー

・Klima／ディープサイクルバッテリー（115A×3個）計345A

・Klima Li／リチウムイオンバッテリー（100A×3個）計300A

●セカンドシートFASP（3人掛け）

●オーバーヘッドキャビネット（左右）

●アクリル窓用インナーシェード

●キャブ分離用プライバシーカーテン

各ベースグレード毎／同価格になりますDX（GLパッケージ）を選択した場合
8名

（4名）

●レーンディパーチャーアラート

●ホワイト（058）

キャンピングカー架装部の標準装備

●シルバーマイカメタリック（1E7）

●ベージュメタリック（4R4）※キャンパー特装車のみ

○ホワイトパールクリスタルシャイン（070）※キャンパー特装車オプション

BODY COLOR （選択してください）

●高断熱フルトリム（天井／壁／床）

●オートマチックハイビーム

●標準設定

●サイド＆リア窓用カーテン一式

●着脱可能分割式リアベッド用マット（使用しない時は収納可）

●給排水タンク（各13L）

●引出し式シャワーフォーセット

●カセットガスコンロ

●床材ビニールクッションフロア



計器盤・

マックスファンベンチレーター　※6

サイドオーニング3.5m（取付けブラケット込）

280W相当ソーラーチャージャー　※6

F＆R強化ショック

リアゲートスタイルウインドウ+アクリル窓（700×400）

リアゲートスタイルウインドウ塗装（ブラック） ※5

フルスタイルウインドウ塗装（ブラック） ※5

ボディポリマーコーティング作業

ボディガラスコーティング作業

リアヒーター

EBD付きABS

安全性 VSC ＆ TRC

ワイヤレスドアロック操作性

スマートエントリー＆プッシュスタートシステム

助手席SRSエアバック

● ー

セキュリティアラーム

オプティトロンメーター

※4 :

253,000円

88,000円

290,500円

汎用バックアイカメラ（ナビ接続用）

機種による

FFヒーター

カーナビ持ち込み取り付け（新品のみ対応）※7 66,000円

     インバーター1500W（正弦波、専用コンセント2か所付）※6

74,800円

182,160円

取付用ハーネス等が別途必要です。

新車販売時にFFヒーター本体と同時装着の価格です。※８:

※5 :

※６:

スタイルウインドウの標準カラーはボディ同色となります。

新車・新規オーダー時のみ対応となります。

※７:

寒冷地仕様について

[ガソリン車] 防塵処理／LLC50％／フロントヒーターPTC／スライドドアアウトモールディング

　　　　　　　　バッテリー80D26R／ウインドシールドデアイサー

[ディーゼル車] 防塵処理／LLC50％／フロントヒーターPTC／スライドドアアウトモールディング

　　　　　　　　　バッテリー85D26R☓2基／強化スターター／ウインドシールドデアイサー

※1 :

フルホイールキャップ（スチールホイール用）

229,900円

110,000円

○66,000円 ○66,000円

○63,700円 ●

ハイグレードホイールキャップ（スチールホイール用） ●ー

ー ○48,400円 ● ー

○66,000円 ○66,000円

ー ○70,400円

ボディカラー:ホワイトパールクリスタルシャイン

●

○37400円 ○37,400円

ラジオレス2スピーカー

○27,500円

寒冷地仕様 + ヒーター付きアウターミラー ※4

メッキ メッキ

○81,400円

○51,700円

○60,500円

●

●

●

●

ー

●

ー ○33,000円

一体式

運転席

●

成形+表皮巻き

○10,560円 ○10,560円

○38,500円○29,700円○60,500円

○9,900円

ー

ー

●

○27,500円

●

○35,200円

シート表皮 ジャージ

成形

オレフィンフロアカーペット材質

フロアマット（デラックス）

アクセサリーコンセント ○9,900円

●

●

ヘッドレスト

○16,500円

フロントドアトリム

空調

●

●

スライド式

●

右：スライド／左：固定

トリコット

運転席・助手席

分割式

スライド式

ー

※1 ○37,400円

ベロアニーバン

●

●

盗難防止イモビライザー ●

室内装備

フロアマット（スタンダード）

シートスライド

センターコンソールボックス

●

運転席SRSエアバック

パノラミックビューモニター（純正ナビ必須）

バックドアガーニッシュ

リアサイドガラス（プライバシー）

Toyota Safety Sense P

○15,900円 ○15,900円

ドアハンドル 黒 メッキ

●

※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29日 現在のものです。

ベース車両の装備＆オプション　一例
キャンパー特装車

ガソリン ディーゼル

DX（GLパッケージ）

ガソリン ディーゼル ガソリン ディーゼル ガソリン ディーゼル

ー

ツェルト Klima (キリマ) オプション表
●：標準装備

○：オプション

パーキングサポートブレーキ（前後方静止物）

●

●

左右：固定

ベース車両の装備＆オプション　一例
DX（GLパッケージ） キャンパー特装車

ブレーキアシスト

○37,400円

緊急ブレーキシグナル

リアクォーターガラス（プライバシー）

ヒルスタートアシストコントロール

外装

●

デジタルインナーミラー ○55,000円 ○55,000円

デジタルインナーミラー[バックモニター内蔵] ※1 ○81,400円

メッキ

フロントクーラー

リアクーラー

バックドアイージークローザー

メッキ メッキ

フロントグリル

パワースライドドア

黒

その他

オーディオ

51,100円 99,000円

電子レンジ（1500Wインバーター必須）　※6 59,400円

121,000円

カーナビゲーション 機種による

40L上蓋式冷蔵庫 117,600円

地上デジタルテレビ

141,900円

自動防眩インナーミラー[バックモニター内蔵]

サイドバイザー（RVワイドタイプ）

51,090円

キャンパー架装部オプション

コーナーセンサー（リア左右） ※2 ※3

LEDヘッドライト（ロービーム）

LEDフォグランプ ※3

電動格納式ドアミラー視界

コーナーセンサー（フロント左右） ※2 ※3

※1

FFヒーターマルチコントローラー（高標高対応）※8 25,300円

ー ○48,400円

220,000円

※3 : ディーラーオプション扱いのため、取付工賃を合算した金額となります。

※2 :

99,800円

地上デジ用アンテナ（フィルムタイプ／HDMI接続）

アルミホイール15×6J

パーキングサポートブレーキ装着車には設定不可となります。

パノラミックビューモニター、デジタルインナーミラー[バックモニター内蔵]、自動防

眩インナーミラー[バックモニター内蔵]のいづれかメーカーオプション装着した場合、

リアアンダーミラーは非装着となります。

リア2スピーカー


