
【円】　（消費税込み）

（税込） ¥4,884,000 ¥5,195,300
（税別） ¥4,440,000 ¥4,723,000
（税込） ¥5,300,900 ¥5,612,200
（税別） ¥4,819,000 ¥5,102,000

◆車輌型式

ＣＢＦ－CS4E２６ CBF-CS８E２６

◆サイズ

全　　長 （ｍｍ）

全　　幅 （ｍｍ）

全　　高　 　【　】 はCapの場合 （ｍｍ）

ホイールベース （ｍｍ）

トレッド　 前　　（ｍｍ） 1,660 1,655

後　　（ｍｍ）

タイヤ 前／後

◆エンジン

型　式

種　類

総排気量 （ｃｃ）

最高出力(ﾈｯﾄ) kw(PS)/r.p.m.

最大トルク(ﾈｯﾄ) N・m(kg・m)/r.p.m.

使用燃料

燃料タンク容量 （Ｌ）

◆駆動方式・サスペンション

サスペンション　　　前　/　後

【円】　(消費税込み)

ABS（アンチロックブレーキシステム）

足踏式パーキングブレーキ

運転席 助手席　SRSエアバッグ

ハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベライザー）

オートライトシステム

カラード フロント／リア　バンパー ＋メッキ フロントグリル＆バックドアフィニシャー

リモートコントロールエントリーシステム

サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー　(メッキ)

ワンタッチオートスライドドア　(助手席側）（挟み込み防止機能付)

スライドドア（助手席側） イージークローザー＋バックドアイージークローザー

カラードドアハンドル

助手席アシストグリップ

ロッドアンテナ（フロントピラー）

フロントエアコン ＋ リアクーラー 

-

フロントオートエアコン＋リアクーラー ◎-

◎-
◎

◎

AM/FMラジオ（デジタル時計表示、外部入力端子付）

◎　

◎

インテリジェントキー（D席・N席・ﾊﾞｯｸﾄﾞｱ感知、ｷｰ2個）＆プッシュエンジンスターター

標準車 プレミアム

◎

◎

◎

-

◎-
◎

2,940

1,635

195/80R15 107/105L LT

65

5,230

1,880

2,285　【2,450】

1,655

QR２５DE YD25DDTi

2,488

108(147)/5600 95(129)/3200

213(21.7)/4400 356(36.3)/1400-2000

無鉛ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ 軽油

■　標準装備車　車両本体価格

車　　　名

■　標準装備車主要諸元

ＬＤＦ－VW４E２６ ＬＤＦ－VW８E２６

２．５L　ガソリン ２．５L　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾀｰﾎﾞ
2WD/5AT 4WD/5AT 2WD/5AT 4WD/5ATニッサン　ＮＶ３５０　スーパーロング　ワイドキャンパー

¥5,413,100 ¥5,727,700

◆＊１　【標準車は寒冷地仕様とセットオプション】 ◎

◎-

◎-
◎-

◎ -

¥5,830,000 ¥6,144,600
¥4,921,000 ¥5,207,000

¥5,300,000 ¥5,586,000

　PLACE(プレイス)

　PLACE-プレミアム

ダブルウィッシュボーン式　/　リジットリーフ

■　架装ベース車のグレード別　標準装備&オプション価格表

標　準　装　備　品　と　オプション

◎インテリジェント エマージェンシーブレーキ　(自動ブレーキ)　　　　　　　※１

◎

◎VDC（ビークルダイナミクスコントロール）＋ヒルスタートアシスト＋ＥＢＤ

1,660

DOHC・水冷直列４気筒



リヤヒーター

寒冷地仕様（高濃度不凍液、寒冷地対応ﾊﾞｯﾃﾘｰ、PTC素子ﾋｰﾀｰ、ﾋｰﾀｰ付ﾄﾞｱﾐﾗｰ）

★特別車体色　ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙｱﾝﾊﾞｰ / ﾏﾙｰﾝﾚｯﾄﾞ / ﾌｧﾝﾄﾑﾌﾞﾗｯｸ / ﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ

☆フロントデュアルフロアカーペット

☆プラスチックバイザー

☆成形型カラードマッドガード

☆ドアミラー自動格納装置（リモコンのドアロックでミラーが自動格納します）

☆マジカルイルミネーション（フロントセット）　　運転席床

☆LEDグリルイルミネーション

☆リバース連動下向きドアミラー（助手席側）

☆リモコンエンジンスターター

　　　　　　★は、メーカーオプションのためご注文後の変更が出来ません。　　　 ※１　NV350 キャラバンのインテリジェント エマージェンシーブレーキは、約５㎞／ｈ 以上で前方の車輛に作動します。

　　　車輛に対しては、約８０ｋｍ/ｈ以上では作動いたしません。　また、約３０km/ｈで衝突回避の能力があります。

　　　ただし、乗車人数や装備・積載状態などの条件によって、作動速度は異なります。

　　　になります。

■　選択できるボディカラー （特別塗装色は追加費必要） 【円】　　（消費税別）

塗装種類 色番号

ホワイト ソリッド ＃ＱＭ１

ブリリアントシルバー （Ｍ）メタリック ＃Ｋ２３

ダークメタルグレー （Ｍ）メタリック ＃ＫＡＤ

ダークブルー （Ｐ）パール ＃ＢＷ５

ブリリアントホワイトパール （３Ｐ）３コートパール ＃ＱＡＢ

ファントムブラック （Ｐ）パール ＃ＧＡＥ

マルーンレッド （ＲＰＭ）パールメタリック＃ＮＢＢ

インペリアルアンバー （Ｐ）パール ＃ＣＡＳ

【円】　　(消費税別)

NV350スーパーロング専用オリジナル FRP 製ハイルーフ

専用ハイルーフ車体同色ﾍﾟｲﾝﾄ(ﾎﾜｲﾄ除く標準車体色選択の場合) 

専用ハイルーフ車体同色ﾍﾟｲﾝﾄ（★ベース車を特別車体色選択の場合） 

運転者席天井部大型収納トレイ

天井最後部オーバーヘッドトレイ

抗菌クッションフロア仕上げ

断熱材入りフルトリム内装仕上げ

助手席後部ｼｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ

49,500

ボディカラー 標準色 or 特別塗装色価格

-

-

-

-

55,000

55,000

55,000

55,000

■　架装部の標準装備＆オプション装備価格

プレイス プレイス　Cap

495,000―

◎

17,490

18,150

27,335

11,880

36,247

46,200

20,744

53,785

66,000

ワンタッチスイングシート【乗車横向き4名用】＆ベッド ◎

―

―

◎

◎

◎―

55,000

55,000

オーディオレス　（ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ 2ﾋﾟｰｶｰ付）

☆15インチアルミホイールセット（１５×５．５JJ　４本　　純正タイヤを組換え装着） 133,100

メーター内車輌情報表示ディスプレイ（瞬間燃費、平均燃費、航続可能距離 他） ◎

ファインビジョンメーター（自発光式）

シルバー加飾付ステアリング ◎

55,000

◎

121,000 99,000  (フォグランプは標準)

★UVカット断熱プライバシーガラス & スライドサイドウィンド（右側のみ２カ所）

★インテリジェント エマージェンシーブレーキ レス　　　　　　　　　　　　　　　　　※３

★インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知機能付）　　　　　　　※２

◎

★LEDヘッドランプ＋フォグランプ＋LEDリアコンビネーションランプ

-▲60500

☆リアコーナーセンサー（リア左右 ２センサー） 40,962

※３　選択の場合、VDCレス、ヒルスタートアシストレス、ＥＢＤレスになり、インテリジェントアラウンドビューモニターの装着は出来ません。

※２　選択の場合、ディスプレイ付自動防眩ルームミラー＋ヒーター付ドアミラー＋フロントアンダーミラーレス＋リヤアンダーミラーレス

◎-

◎メーター内車輛情報表示カラーディスプレイ（　　　　　　　　〃　　　　　　　　）

◎―

◎



右側後部ﾗｳﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟドア付マルチルーム

ラック付深型リヤオーバーヘッド収納庫（右側３扉/左側３扉）

―

マルチルーム前側 ４段式スライド収納庫 （引出し　・　上部ｶｳﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ）

運転者席後部より車内前面遮光性カーテン(６面)

１０５Ah ｻﾌﾞﾊﾞｯﾃﾘｰ+走行充電ｼｽﾃﾑ

電子レンジ（AC100V　・　右側オーバーヘッド収納庫に内蔵)

サブバッテリー用ボルトメーター(電圧計)

AC100V外部入力コンセント＋車内出力２口コンセント

DC12V車内出力コンセント(シガソケットタイプ)

脱着式ダイネットテーブル（ｾﾝﾀｰﾎﾟｰﾙﾀｲﾌﾟ）

前開き式４０L冷蔵庫

MAXファン　（スモーク吸排気式・換気扇）

ツインサブバッテリーシステム

AC/DCｻﾌﾞﾊﾞｯﾃﾘｰﾁｬｰｼﾞｬｰ(12A)　　

ガソリン／軽油　ＦＦヒーター

ポータブルトイレ

便座回転固定型カセットトイレ（ブラックタンクはバックゲートを開けて取出し）

３５０Wサイン波インバーター＋遠隔スイッチ＋取電切替リレー　セット

リヤＴＶ専用地デジチューナー＋４ｃｈフイルムアンテナ　セット

網戸(１枚あたり)

バックカメラ

●上記価格は、製造元渡し消費税込みの希望小売価格です。

●価格・装備は、品質改良のため予告なく変更される事がありますので、ご了承ください。

株式会社 キャンピングカー広島

27,500

2021 / 5 ～

12,100

61,600

75,900

38,500

ＤＶＤ内蔵19ｲﾝﾁＴＶ＋取付アーム　セット

135,300

71,500

１５４Ｗソーラーチャージングシステム 214,500

◎

85,800

◎

◎

―

ギャレーｼｽﾃﾑ（給・排水ﾀﾝｸ各１９L・耐熱ｶﾊﾞｰ付ｼﾝｸ・引出しﾄﾚｲ・収納庫　他）

◎

リヤオーバーヘッド収納庫 （右側３扉/左側３扉）

格納脱着式子供２人用ハイマウントベッドマットパネル（３枚ｾｯﾄ）

リヤスピーカー

1500Wｻｲﾝ波ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ＋遠隔ｽｲｯﾁ＋外部AC100V出力切替用ｵｰﾄﾘﾚｰ

44,000

38,500

38,500

209,000

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

左側１名掛け前向きハイバックラウンジシート（３点式ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ）付） ◎


