RIW200 価格表

価格は消費税込みです。

価格

NISSAN NV200 VAN-CONVERSION MODEL

200

RIW200 架装部標準装備

RIW200
（NR2） NV200ワゴン
（16X2R）
ベース・2WD

¥3,795,000-

ノーマルルーフ、乗車定員：4 就寝
（大人：１＋ 子供：1）
、登録ナンバー：５

RIW200-ER
（ER2） NV200バン
（GX）
ベース・2WD

¥4,697,000-

エレベーティングルーフ、乗車定員：4 就寝
（大人：2 ＋ 子供：2）
、 登録ナンバー：8

RIW200-ER 4WD
（ER4） NV200バン
（GX）
ベース・4WD

¥5,192,000-

エレベーティングルーフ、4WD、乗車定員：4 就寝
（大人：2 ＋ 子供：2）
、 登録ナンバー：8
＊以下、車種の表示は、NR2、ER2、ER4に省略させていただきます。

諸費用
環境性能割
（3％） ¥103,500（NR2） ¥128,100（ER2） ¥141,600（ER4）
自動車税
（年額） ¥36,000（NR2） ¥28,800（ER2・ER4）
重量税 ¥49,200（NR2） ¥24,600（ER2・ ER4）
自賠責保険 ¥30,170（NR2） ¥24,780（ER2・ER4）
リサイクル料金 ¥8,500-

ベース車カラー
標準色
ブレードシルバーメタリック [K51]
（ER2・ER4のみ）
ホワイト [QM1]
（ER2・ER4のみ） ブリリアントシルバーメタリック [K23]
スーパーブラック [KH3] ラグーンブルー [RBC]
特別色
ホワイトパール
（3コートパール）[QX1] 特別色 ¥44,000タイガーアイブラウン [KBE] 特別色 ¥44,000-

ベース車基本装備・オプション
メッキフロントグリル
（NR2）
ドアハンドル
（フロント・スライドドア）
：同色
（NR2）
／黒色
（ER2・ER4）
電動ドアミラー： 同色
（NR2）
／黒色
（ER2・ER4）
リヤアンダーミラー
（ER2・ ER4）
助手席シートバックテーブル
（ER2・ER4）
フォグランプ：標準
（NR2）
／オプション
（ER2・ER4） ￥16,500寒冷地仕様＊： 標準（ER4 ）
／オプション
（NR2・ER2） ￥22,000シートヒーター： ¥55,000（ER2・ ER4）
寒冷地仕様のみ
盗難防止システム
（イモビライザー・インテリジェントキー）
：
標準
（NR2）
／オプション
（ER2・ER4） ￥60,500後部トリム：フルトリム
（NR2）
／ボードのみ
（鉄板が見える）
（ER2・ER4）
サイドバイザー ¥17,930＊寒冷地仕様の主な内容は下記の通り。
大型バッテリー、ヒーター付ドアミラー、リアヒーターダクト、寒冷地用クーラント

全車標準装備
運転席＆助手席 SRSエアバッグ、
ＡＢＳ
（アンチロックブレーキシステム）
、EBD
（電子制御制動力分配シ
ステム）
、4スピーカー、インテリジェントエマージェンシーブレーキ、LDW
（車線逸脱警報）
、標識検知
機能
（進入禁止標識検知・最高速度標識検知・一時停止標識検知）
、
ヒルスタートアシスト、ハイビーム
アシスト、オートライトシステム、ハイマウントストップランプ、
フロントスタビライザー、プライバシー
ガラス
（リアサイド・クォーター・バックドア）
、スライドサイドウィンドウ、パワーウインドウ、
リモートコン
トロールエントリー、車両情報ディスプレイ、
カラードバンパー、マニュアルエアコン
（フロントのみ）
＊標準装備品の表示について相違がある場合はカラーカタログよりも本価格表を優先します。

外装
エレベーティングルーフ
（つや消しブラック）
＋ルーフベッドボード
（ER2・ER4）、ノーマルルーフ
（NR2）
電装
バッテリーメーター、メインスイッチ
（LED）、 冷蔵庫（15リットル）、 12Vソケット、 ダウンライト
（LED）
、サブバッテリー
（VARTA/AGM/70Ah）
システム＊、 3連スイッチプレート
＊サブバッテリーシステム装備品は下記の通り。
VARTA社 AGMバッテリー、サブバッテリー走行充電装置（リレー式／イグニッション連動タイプ ）
バッ
テリーチェッカー、ボルテージセキュリティ
内装
TurnTech（フロントシート回転台座）左右、リアシート
（REVOバタフライシート・ 幅900mm）
ISOFIX付、リアシート用ロングスライドレール：2,000mm、 後部シート用マット：920×420×20
2枚、 床面クッションフロア仕上げ
（ブラックチェッカープレート）
、サイドカウンター
（天板：集成材）
、
左右スライドドアとリアドアトリムのWallPaper仕上げ
（ER2・ER4）
、シート左側のすきま埋めマット
（ER2・ER4）
設備
コンビネーションシンク＆コンロ、カセットガスアダプター、ポリタンク
（10リットル）
清水、 排水各1
個

RIW200 架装部オプション
外装
エレベーティングルーフ同色ペイント
（標準色の場合） ¥66,000（ER2・ER4）
エレベーティングルーフ同色ペイント
（特別色の場合） ¥110,000（ER2・ER4）
バイクキャリア
（ANNEXオリジナル） ¥103,400セラミックコーティング ¥77,000フロントバンパー ダウングレード：黒 ¥39,200リアバンパー ダウングレード：黒 ¥28,400電装
サブバッテリー
（VARTA/AGM/70Ah）
の追加 ¥30,800外部電源装置
（10Aチャージャー）
+100Vコンセント、
シングルサブバッテリー用 ¥52,800外部電源装置
（30Aチャージャー）
+100Vコンセント、
ダブルサブバッテリー用 ¥66,000薄型ソーラーパネル
（230w＋MPPTコントローラー） ¥198,000インバーター
（400Ｗ・ 正弦波・ 外部電源自動切換回路） ¥49,500インバーター
（1,500Ｗ・ 正弦波・ 外部電源自動切換回路） ¥165,000バックアイカメラ取付(ガーニッシュ内に取付、モニターは含みません）¥42,900ＦＦヒーター
（エンジン停止中に使用する暖房）
新車時のみ取り付け可能 ¥209,000内装
カーテン：6面 ¥77,000マルチシェード全面 ¥32,450フロントフロアマット ¥8,800ベッド同色フロントシートカバー ¥77,000有孔ボード＋マグネットバー ￥30，
000-

各種データ
基本
ベースカー：日産NV200バネット
グレード：ワゴン／16X2R
（NR2）
、バン／GX
（ER2・ER4）
登録ナンバー：5
（NR2）
、8
（ER2・ER4）
駆動方式：2WD
（NR2・ER2）
、4WD
（ER4）
ルーフ：ノーマル
（NR2）
、エレベーティング
（ER2・ER4）
エンジン
エンジン型式：HR16DE
種類：4気筒 DOHC
使用燃料：無鉛レギュラーガソリン
総排気量 [リットル]：1.597
最高出力 [ネット] kW(PS)／r.p.m.：80(109)／6,000
最大トルク [ネット] N・m(kg・m)/r.p.m.：152(15.5)／4,400
燃料タンク容量 [リットル]：55
全長 [mm]：4,400、全巾 [mm]：1695、
全高 [mm]：1,850
（NR2）
、1,990
（ER2）
、2,020
（ER4）
ホイールベース [mm]：2,725
最小回転半径 [m]：5.2
（NR2・ER2）
、5.4
（ER4）
タイヤサイズ 前：165/80R14 91/90N LT
（NR2・ER2）
、
175/80R14 99/98N LT
（ER4）
タイヤサイズ 後：165/80R14 97/95N LT
（NR2・ER2）
、
175/80R14 99/98N LT
（ER4）

RIWシリーズ情報
販売店情報

riw.jp

RIWのお問い合わせは

ramble.in.wilderness@gmail.com

ramble.in.wilderness

riw.free.style.camper

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

記載の写真には、オプション、撮影小物が含まれています。仕様等変更する場合があります。
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