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
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CAMPING CAR

RIW MODELS
フィールドと一体化するためのクルマ
リュウ

Ramble in Wilderness

NISSAN NV200 VAN-CONVERSION MODEL

フィールドと一体化するためのクルマ｜リュウ200

RAMBLE in WILDERNESSをテーマに
Free Style Camperをつくりました。

200

CONCEPT

ホイールはオプション

コンパクトサイズで
気軽にフィールドを楽しむ

RIWは、
いわゆるキャンピングカー。
車中泊の延長であるバンコンバーションモデルから
まさにモーターホーム
（移動する家＝モバイルホーム）
といえる
キャブコン、
トレーラのようにどこに行っても家の延長として活躍し、
その場に安心して居住空間を実現するキャンパー。
フィールドは、人それぞれ異なります。
キャンプに始まり、釣り、
ハイキング、
自転車、
バイクレース、菜園、ボランティア・・・
それら非日常環境であるフィールドに、
日常をもたらすキャンパーの居住性、機能性、安心感・・・

RIW200
（NR2）
RIW200-ER
（ER2）
RIW200-ER 4WD
（ER4）

NISSAN バネット NV200ワゴン
（16X2R）
ベース・2WD

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

NISSAN バネット NV200バン
（GX）
ベース・2WD

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

NISSAN バネット NV200バン
（GX）
ベース・4WD

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

Free Style

Camper

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

それは分かります。
しかしフィールドと一体感を求めるならば、
クルマ自体にも非日常性があっても良いのでは。
それは例えばクルマに上がるときには
「靴を脱ぐ」
と言う行為を廃し、
靴のまま上がれる、気にならない気軽な空間、

350

そして汚れすらも絵になる空間。
それは、
フィールドとの一体感。
キャンピングカーにラグジュアリーな空間がほんとうに必要か？

キャパシティを求めながら
扱いやすいナローサイズ

もちろん一部の意見ではありますが

ホイール、サイドオーニングはオプション

RIWが求めたコンセプトはそこにあります。
HARDでROUGH、RAMBLE in WILDERNESS
そしてフィールドで多様な用途に応える機能、
レイアウトの追求。
それが分かる、
それを求める人の
まったく新しい旅の相棒を創りました。

RIW350-ER
（2WD ガソリン）
RIW350-ER
（2WD ディーゼル）

NISSAN キャラバン NV350バン 5ドア DX ベース・2WD

エレベーティングルーフ、乗車定員：7 就寝
（大人：3 ＋ 子供：3）
、 登録ナンバー：8

NISSAN キャラバン NV350バン 5ドア DX ベース・2WD

エレベーティングルーフ、乗車定員：7 就寝
（大人：3 ＋ 子供：3）
、 登録ナンバー：8

RIW350-ER 4WD
（4WD ディーゼル） NISSAN キャラバンNV350バン 5ドア DX ベース・4WD

エレベーティングルーフ、4WD、乗車定員：7 就寝
（大人：3 ＋ 子供：3）
、登録ナンバー：8

RIW350-ER

NISSAN NV200 VAN-CONVERSION MODEL

フィールドと一体化するためのクルマ｜リュウ200

コンパクトサイズで
気軽にフィールドを楽しむ
NV200のサイズを活かしたコンパクトなバンコンはどこへでも気軽に行けます。

エレベーティングルーフモデルであればコンパクトでありながら
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室内で立てる空間、開放感、就寝スペースの拡大を実現。
後部２段収納スペースで収納スペースも確保。
持ち出すとアウトドアベンチとして使える後部収納棚とテーブルを活用して
アウトドアキャンプで利用も可能。
ロングスライドレールによりシートを収納して後部収納スペース利用可能。

登録
ナンバー

走行時

8

コンパクトなベース車を最大限に活かせます。
＊ノーマルルーフモデル
（NR2）
は
5ナンバーになります。

5

ギャレ 冷蔵庫

収納

ベース車

後部
収納

乗車定員

ニッサン NV200 バネット ワゴン 16X-2R
全長 4,400mm × 全幅 1,695mm × 全高 1,850mm
1600cc ガソリン（2WD）
ギャレ 冷蔵庫

テーブル

全長 4,400mm × 全幅 1,695mm × 全高1,950（4WD : 1,980）mm
1600cc ガソリン（2WD・4WD）

大人
子供

1
1

ギャレ 冷蔵庫

ホイールはオプション

収納

下部
収納

就寝

RIW200
（NR2）

ER（エレベーティングルーフ）
使用時
大人
E L E VAT I N G
ROOF

ニッサン NV200 バネット バン（GX）

後部
収納

ダイネット
（停車時）

就寝時

収納

ギャレ 冷蔵庫

ルーフベッド

+2

収納

下部
収納

NISSAN バネット NV200ワゴン
（16X2R）
ベース・2WD

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）

就寝

NISSAN バネット NV200バン
（GX）
ベース・2WD

エレベーティングルーフ、乗車定員：4 就寝
（大人：3 ＋ 子供：1）、登録ナンバー：8
ギャレ 冷蔵庫

キャンプ時

収納

後部棚

テーブル

後部棚

RIW200-ER 4WD
（ER4）
NISSAN バネット NV200バン
（GX）
ベース・4WD

エレベーティングルーフ、4WD、乗車定員：4 就寝
（大人：3 ＋ 子供：1）、登録ナンバー：8
写 真にはオプション、撮 影用小 物が含まれています。仕 様 等 変 更する場合があります。

NISSAN NV200 VAN-CONVERSION MODEL RIW200-ER

RIW Style

フィールドと一体化するためのクルマ｜リュウ200

Elevating Roof

リュウスタイル

木質を活かしたナチュラルなテイストです。

エレベーティング・ルーフ

下部をそのままで上での就寝や上下別れて就寝などコンパクトなバンの使い勝手を大きく向上します。

200

上部ベッド

ホイールはオプション

Various Sheet Arrangements

多様なシートアレンジ

上部ベッドのサイズは縦1900mmｘ横1000mm、
高さは最高部930mm、最低部250mmです。
大人の方でも充分にお休みいただけるだけの
スペースがありますので、お2人でのご利用時には
ダイネットを片付けないで2階で寝たり、
あるいは上下に分かれて広々と就寝いただく
などといった使い方が可能です。

930mm

ギャレ・サイド収納

板目天井＋LED照明

1000mm
1900mm

リアFRPウィンドウ オプション
可動式天井
ダイネット時・テーブル

前席回転シート

ベッド展開時

1800mm×900mm

コンパクトでありながら
ロングスライドレール搭載により
多様なレイアウトが可能になりました。
ダイネット時は、標準装備の前席回転シートにより

有孔ボード＋マグネットバー

オプション

ギャレ・シンク

Camper Equipment

2370mm

充実のキャンパー装備

キャンプや車中泊に便利な装備が充実しています。

天井を上げると開放感のある空間。
ロングスライドレールを採用することによって
操作も楽にシートを任意の位置に移動できます。
リア収納棚を利用して簡単にベッド展開ができます。
セカンドシートを前に移動すれば後部にスペースが確保できて
キャンプ用品や自転車の搭載などさまざまな用途に対応できます。

後部収納
写 真にはオプション、撮 影用小 物が含まれています。仕 様 等 変 更する場合があります。

後部・下部収納

カセットガスフォルダー

水タンク

電装類

エレベーティングルーフの床部分は、
上方に収納することで室内空間が拡大します。
中で立って作業などができ、開放感が生まれます。
上部ベッドで就寝時は床を降ろして使用します。

２段ベッドとテーブルは外に持ち出して使用できます。

大人４人が対面でゆったりと過ごせます。

コンパクトなボディを使い切り機能性を向上させます。

RIWオリジナルのFRPウィンドウです。
開閉式の窓により換気が向上します。
リアビューのオリジナル感も演出できます。

（15L）
電源ソケット（AC100C・DC12V) 冷蔵庫

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

キャパシティを求めながら
扱いやすいナローサイズ
機能性とスペースを求める方へNV350ベースのRIW。
日本の道路事情やアウトドアで扱いやすいナローサイズをベースにしました。

350
登録
ナンバー

走行時

エレベーティングルーフを標準装備し、
天井を上げて室内で立てる空間、開放感も得られます。
就寝スペースの拡大を実現し上下で分けて使用できます。
３列目シート標準装備で普段使いも多人数乗車でき

8

ロングスライドレールにてシートを収納すると
広大な後部収納スペースが確保できて

7

さまざまな用途に対応できます。

収納

ギャレ

下部
収納

乗車定員

ギャレ

収納

テーブル

後部
収納

ダイネット
（停車時）

ベース車：日産 NV350 キャラバン バンDX
全長 4,695mm ｘ 全幅 1,695mm ｘ 全高 2,100mm

1
1

大人

ギャレ

2500ccディーゼルターボ（2WD・4WD）

子供
就寝時

就寝

2 段ベッド
使用時

+2

2000ccガソリン（2WD）

収納

後部
収納

大人

ギャレ

収納

ホイールはオプション

後部
収納

就寝

2 段ベッド

ER（エレベーティングルーフ）
使用時
子供
E L E VAT I N G
ROOF

ギャレ
ルーフベッ
ド

+2

RIW350-ER
（2WD ガソリン）
NISSAN キャラバン NV350バン 5ドア DX ベース・2WD

収納

エレベーティングルーフ、乗車定員：7 就寝
（大人：3 ＋ 子供：3）
、 登録ナンバー：8

後部
収納

RIW350-ER
（2WD ディーゼル）

2 段ベッド

就寝

NISSAN キャラバン NV350バン 5ドア DX ベース・2WD

エレベーティングルーフ、乗車定員：7 就寝
（大人：3 ＋ 子供：3）
、 登録ナンバー：8
ギャレ

キャンプ時

テーブル

収納

後部

後部棚

テーブル

後部棚

収納

RIW350-ER 4WD
（4WD ディーゼル）
NISSAN キャラバンNV350バン 5ドア DX ベース・4WD

エレベーティングルーフ、4WD、乗車定員：7 就寝
（大人：3 ＋ 子供：3）
、 登録ナンバー：8
写 真にはオプション、撮 影用小 物が含まれています。仕 様 等 変 更する場合があります。

NISSAN NV350 VAN-CONVERSION MODEL RIW350

フィールドと一体化するためのクルマ｜リュウ350
350
ホイール、サイドオーニングはオプション

Various Sheet Arrangements

ロングスライドレール搭載による
多様なレイアウトと２段ベッドの活用で
空間を活かせます。

RIW Style

Elevating Roof

リュウスタイル

木質を活かしたナチュラルなテイストです。

エレベーティング・ルーフ

下部をそのままで上での就寝や上下別れて就寝などバンの使い勝手が大きく向上します。

上部ベット

奥行き2270mm
（開口部を閉じた場合）
幅 1180mm

大人４人が対面でゆったりと過ごせるダイネット。

多様なシートアレンジ

天井を上げると開放感のある空間。
ロングスライドレールを採用することによって

730mm

操作も楽にシートを任意の位置に移動できます。
2列REVOシートにより簡単にベッド展開ができます。
サードシートを前に移動すれば後部に大きくスペースが確保できます。
多人数での利用、ER
（エレベーティングルーフ）
を活かした就寝定員、
様々な道具を積みたい。
扱いやすいナローボディでそれらの要望に応えました。

サイド天板

写真は当社同型他車

板目天井＋LED照明

車高が低いので駐車場も安心

1180mm

2270mm

エレベーティングルーフを含め全高2.1m。
高さ制限2.1mの立体駐車場にも
入っていけますので旅先での
お買い物など立体駐車場にも安心です。

後部・下部収納
ベッド展開時でも後部には

十分な収納スペースがあります。

さらにその下部には

可動式天井

前後フルに長尺物が収まる

スペースがあります。

ダイネット時

ベッド展開時 1920mm×900mm
2段ベッド（就寝時収納スペース）1800mm×1190mm

有孔ボード＋マグネットバー

オプション

ギャレ
（収納式コンロ台）

Camper Equipment

エレベーティングルーフの床部分は、
上方に収納することで室内空間が拡大します。
中で立って作業などができ、開放感が生まれます。
上部ベッドで就寝時は床を降ろして使用します。

2250mm
２段ベッドとテーブルは外に持ち出して使用できます。

充実のキャンパー装備

キャンプや車中泊に便利な装備が充実しています。

走行時 ２列目３列目シート
写 真にはオプション、撮 影用小 物が含まれています。仕 様 等 変 更する場合があります。

ベッド展開＋2段ベッド
（就寝時収納スペース）

シート収納時 リビングスペース

シンク

左後部収納棚・水タンク

電装類

（AC100C・DC12V)
電源ソケット

RAMBLE in WILDERNESSをテーマに
Free Style Camperをつくりました。

www.riw.jp

フィールドと一体化するためのクルマ
リュウシリーズ

MADE IN TOKUSHIMA
FACTORY

RIWへのお問い合わせは下記の販売店まで
全国ANNEX販売店

北海道
宮城県
茨城県
茨城県
埼玉県
千葉県
神奈川県
岐阜県
愛知県
京都府
香川県
岡山県
広島県
佐賀県

キャンピングレンタサービス工業

〒061-1112

北海道北広島市共栄159-2

Tel.011-373-5300

デルタリンク宮城

〒989-2301 宮城県亘理郡亘理町逢隈中泉字大原137-1

Tel.0223-32-8182

RVランド

〒303-0045 茨城県常総市大塚戸町1600-1

Tel.0297-27-6767

RVランド・イオンモールつくば店

〒305-0071 茨城県つくば市稲岡66-1-B

Tel.029-896-6117

キャンピングカーランド埼玉店

〒363-0011 埼玉県桶川市北1-22-17

Tel.048-779-8008

デルタリンク千葉

〒262-0004 千葉県千葉市花見川区大日町1414-1

Tel.043-306-2047

レクビイオスト

〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間10-1

Tel.046-273-2135

キャンピングカーランド岐阜店

〒501-6115

岐阜県岐阜市柳津町丸野3-3-3 カラフルタウンエミノワ

Tel.058-388-8588

キャンピングカーランド名古屋店

〒470-0131

愛知県日進市岩崎町向イ田61-2

Tel.0561-75-4188

キャンピングカーランド京都店

〒613-0024

京都府久世郡久御山町森村東385-1

Tel.075-633-5628

株式会社岡モータース

〒761-8058

香川県高松市勅使町630

Tel.087-865-5588

デルタリンク倉敷

〒710-0026 岡山県倉敷市加須山101-1

Tel.086-429-3337

デルタリンク広島

〒731-0102

広島県広島市安佐南区川内6-27-6

Tel.082-877-6055

RVランド九州

〒841-0023 佐賀県鳥栖市姫方町障子田304-1

Tel.0942-81-3331

Campingcar Plaza Osaka
アネックスグループ
販売店

C afe
Li

How about a trip by camping car ?
Annex is spreading the fun
of camping life for all.

Campingcar Plaza Tokyo

キャンピングカープラザ 大阪

キャンピングカープラザ東京

〒567-0084 大阪府茨木市彩都あかね 3-3

〒358-0015 埼玉県入間市二本木 1281-2

営業時間 AM10：00-PM6：30

営業時間 AM10:00-PM6:00

Tel.072-641-7500

er
p
m

府下最大展示場

火曜日・第一水曜日定休

campingcar-rv.com

Tel.04-2936-6635

火曜日・第一水曜日定休

campingcarplaza-tokyo.com

RIWは、アネックスの直営店であるキャンピングカープラザ大阪にて製
造してきましたが更なるご要望・品質向上を目指しアネックスキャンピン
グカーの工場である徳島工場に製造を移行しました。

全国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
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

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

製造・販売元

CAMPING CAR

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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