NISSAN NV350 VAN-CONVERSION MODEL

RAMBLE IN WILDERNESS

FREE STYLE

CAMPER

RAMBLE in WILDERNESSをテーマにFree Style Camperをつくりました。
フィールドと一体化するためのクルマ〈リュウ 350〉

NISSAN NV350 VAN-CONVERSION MODEL

フィールドと一体化するためのクルマ〈リュウ 350〉
Various Sheet Arrangements

多様なシートアレンジ

ダイネット時

ベッド展開＋2段ベッド
（就寝時収納スペース）

走行時 ２列目３列目シート

ベッド展開＋2段ベッド
（就寝時収納スペース）

RAMBLE in WILDERNESSをテーマにFree Style Camperをつくりました。
NV350のサイズを活かし、さらに機能性とスペースを拡大したRIWが誕生しました。
オリジナルER
（エレベーティングルーフ）
で室内で立てる空間、就寝スペースの拡大を実現。

Camper Equipment

RIWをベースにキャンプ道具で展開して充実のキャンプが可能になります。

充実のキャンパー装備

また普段使いも２列目３列目シートでの多人数乗車、後部収納、
またシートを収納しての広大なラゲッジスペースでベース車のユーティリティを活かせます。

シンク天板

板目天井＋LED照明

有孔ボード＋マグネットバー

オプション

シンク

水タンク

後部収納

電装類

左後部収納棚

エレベーティングルーフ

ギャレ

シート収納時 リビングスペース

NISSAN NV350 VAN-CONVERSION MODEL

SPECIFICATION

仕様 金額は８％消費税込みです。

PRICE｜価格 RIW350 [NISSAN NV350]
2WD ガソリン ¥5,390,0002WD ディーゼル ¥6,000,0004WD ディーゼル ¥6,300,000-

BASE CAR OPTION｜ベース車オプション
（日産）

EXPENSES｜諸費用

取得税 2WD ガソリン ¥89,600- 2WD ディーゼル ¥106,500- 4WD ディーゼル ¥114,800自動車税
（年額） ガソリン ¥31,600- ディーゼル ¥36,000- 重量税 ¥24、600自賠責保険 ¥31,230- リサイクル料金 ¥9,100-

DATA｜データ

全長ｘ全幅ｘ全高 4695X1695X2100
乗車定員／就寝定員 7／3＋2
登録ナンバー：８
（キャンピング車）
ベースカー：キャラバンNV350バン 5ドア DX
ガソリンエンジン／QR20D、1998cc、130PS
ディーゼルエンジン／YD25DDTi、2488cc、129PS
ミッション：フルレンジ電子制御5速オートマチック
（5E-ATx）
燃料タンク：65リットル
最小回転半径：2WD／5.2m、4WD／5.7m

助手席SRSエアバッグ＋プリテンショナーシートベルト ¥27,000プライバシーガラス＋スライドサイドウインドウ ¥54,000リアヒーター＋寒冷地仕様
（高濃度不凍液、
ヒーター付サイドターンランプ付ドアミラー） ¥91,800オートクロージャー
（左スライド＋バックドア） ¥75,600フォグランプ ¥21,600サイドバイザー ¥17,800EXパック ¥75,600（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）
、
リヤホイールハウストリム
（カーペット）
、
フロント・リ
ヤカラードバンパー、
メッキグリル、
メッキバックドアフィニッシャー）
LEDヘッドランプ＋LEDリアコンビネーションランプ
（EXパック選択時のみ） ¥97,200インテリジェント アラウンドビューモニター+ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー+サイドターンランプ付電動
格納式リモコンドアミラー+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
¥97,200＊オートスライドドアは架装の都合上選択いただけません。

CONVERSION OPTION｜コンバージョンオプション
（RIW350）

BASE CAR COLOR｜ベース車カラー

ダークメタルグレー
（M）
＜#KAD＞
ホワイト＜#QM1＞
ブリリアントシルバー
（M）
＜#K23＞
ダークブルー
（P）
＜#BW5＞

BASE CAR STANDARD
標準装備
（ベースカー視界） ハロゲンヘッドランプ、リアアンダーミラー、リアワイパー
標準装備
（ベースカー運転席周り）

足踏み式パーキングブレーキ、リモートコントロールエントリーシステム、メーター内車両情報ディスプレイ、
パワーウインドウ、オーディオレス＋フロント2スピーカー、ガラスアンテナ、フロントフロアカーペット
（下地）
標準装備
（ベースカーシート） センターシート、ヘッドレスト一体型フロントシート

標準装備
（ベースカー空調） マニュアルフロントエアコン＋リアクーラー
標準装備
（ベースカー外装）

リアクォーターインセットパネル左右 ¥97,200薄型ソーラーパネル
（188w＋MPPTコントローラー） ¥194,400サブバッテリー増設
（AGM80Ah） ¥38,880FFヒーター
（室温センサー付） ¥216,000リモートコントロールディマー ¥10,800外部電源
（10Aチャージャー／シングルサブバッテリー用＋100Vコンセント） ¥51,840外部電源
（30Aチャージャー／ダブルサブバッテリー用＋100Vコンセント） ¥64,800インバーター
（正弦波／400W／外部電源自動切り替え回路） ¥48,600インバーター
（正弦波／1500W／外部電源自動切り替え回路） ¥162,000バックアイカメラ
（ガーニッシュに取り付け） ¥42,120フロントフロアマット ¥13,820有孔ボード＋マグネットバー ¥41,580カーテン ¥75,600マルチシェード全面 ¥33,480サイドオーニング 3M 黒 ¥161,600-

＊写真に含まれる非売品

ラジエーターグリルと日産マークのペイント、
アルミホイールとタイヤ、
リフトアップ、特別デカール

シルバー塗装グリル、黒色ドアハンドル、前輪：195／80R15 103／101L LT、後輪：195／80R15 107／105L LT、
フルホイールカバー

標準装備
（ベースカー安全／メカニズム）

ANNOUNCEMENT｜告知

インテリジェントエマージェンシーブレーキ＋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
（電子
制御制動力配分システム）
、ABS
（アンチロックブレーキシステム）
、エンジンイモビライザー、チャイルドセーフティドア、
ロック
（スライドドア）
、運転席SRSエアバッグ＋2ステージロードリミッター付、プリテンショナーシートベルト
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FRP製エレベーティングルーフ
（つや消しブラックペイント）
、ロングスライドレール付900幅REVOシート2脚、
2段ベッドマット
（アウトドアベンチ機能）
、ルーフベッド
（跳ね上げ機能）
、ギャレー
（円形シンク＋ミニミニカセットコンロ）
、
10リットルポリタンクX2個、 LEDダウンライトｘ10箇所、床面クッションフロア
（ブラックチェッカープレート）
、
左右スライドドア、リアドアのトリムWallPaper仕上げ、テーブル
（アウトドアテーブル機能）
、
サブバッテリーシステム
（AGM80Ah）
、リアスピーカー

ramble.in.wilderness
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200 4WD
Free Style Camper

RIWのお問い合わせは右記アドレス
または下記の販売店まで

riw.free.style.camper

LE in WILDERNE
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CONVERSION STANDARD｜コンバージョン標準装備
（架装部分）

RIW NV200
4WDモデル

開発中

ramble.in.wilderness@gmail.com

全国20店舗の販売店で安心サポート 販売店情報や車の詳細などHP にて
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How about a trip by camping car?

アネックスのキャンピングカー総合情報サイト

annex-rv.co.jp

キャンパーライフ

アネックス

検索

Annex is spreading the fun
of camping life for all.

「キャンパーライフ」はアネックスの会社紹介、ラインアップ、イベント、
その他の情報を発信するホームページです。

製造・販売元

株式会社アネックス

本社・工場／徳島県吉野川市鴨島町知恵島 1150 -1

Tel. 0883-24 -5851
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