NEW
MODEL

ファミリーワゴン・リュウスタイル

5ドア、前向5名乗車、2段ベット標準装備
ファミリーワゴンのレイアウトはそのままに
よりアウトドアへ、
土足で使えるRIW仕様で
内装をコーディネートした仕様です。

Cushion Floor

Woody Materials

クッションフロアは表面に凹凸があり、
滑り止め効果があります。
キズにも強く簡単に汚れを落とす事が出来ます。

天板には集成材を採用。
木材本来の雰囲気を出しつつ
経年変化によりアジが出てきます。

Composition
Leather

展開時

汚れを気にせず使える
合皮マット

2段ベット標準装備

Outdoor
Table

Shower Head

右ルーフサイドロール収納

後部シンクの水栓を
シャワーヘッドに変更。
より使用の幅を広げられます。

畳込時

FRPボックス収納時

付属のテーブル脚を組み立て、
床下FRPボックスの蓋を天板にして
アウトドアテーブルとして使用出来ます。

使用イメージ ＊イスは付属しません

新登場

登録
ナンバー
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走行時

乗車定員
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ファミリーワゴン・リュウスタイル
5ドア、前向5名乗車、2段ベット標準装備
ファミリーワゴンのレイアウトはそのままに
よりアウトドアへ、

テーブル

内装をコーディネートした仕様です。
ダイネット
（停車時）

オプション内容

＊サイドオーニングはオプション

ベース車：トヨタ ハイエース ロングバン・ワイドボディ・
ミドルルーフ・スーパーGL
全長 4,840mm × 全幅 1,880mm × 全高 2,105mm
2700cc ガソリン（2WD／4WD）
2800cc ディーゼルターボ（2WD）
Toyota Safety Senceを標準装備

床材土足仕様、合皮マット、天板集成材、
家具表面材の変更、右ルーフサイドロール収納
シャワータイプシンクフォーセット、
アウトドアテーブルセット

2 段ベッド
使用時

中古車、用品などもご
覧になれます。

北海道北広島市共栄159-2
山形県米沢市金池5-1-27
宮城県亘理郡亘理町逢隈中泉字大原137-1
茨城県常総市大塚戸町1600-1
茨城県つくば市稲岡66-1-B
埼玉県桶川市北1-22-17
千葉県千葉市花見川区大日町1414-1
神奈川県大和市下鶴間10-1
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
愛知県日進市岩崎町梅ノ木199-2
京都府久世郡久御山町森村東385-1
香川県高松市勅使町630
岡山県倉敷市加須山101-1
広島県広島市安佐南区川内6-27-6
佐賀県鳥栖市姫方町障子田304-1

Campingcar Plaza Osaka

府下最大展示場

ANNEX CATALOGS

Tel.011-373-5300
Tel.0238-21-1130
Tel.0223-32-8182
Tel.0297-27-6767
Tel.029-896-6117
Tel.048-779-8008
Tel.043-306-2047
Tel.046-273-2135
Tel.058-388-8588
Tel.0561-75-4188
Tel.075-633-5628
Tel.087-865-5588
Tel.086-429-3337
Tel.082-877-6055
Tel.0942-81-3331

アネックスカタログ 2020-2021年版

ANNEX CAB CONVERSION MODEL LIBERTY52 SERIES 2020 -21｜CATALOG

Cam per

CAMPING CAR

Life

52SERIES
52DB

Dinette & Foldable Bunk Bed

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

Camp
Life

er

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

Life

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

VANCON MODELS
SS

総合カタログ

アネックスキャンピングカー
キャブコンバージョンモデル リバティ52シリーズ

SS-ER

Compact van conversion model
for two people travel

アネックスキャンピングカー
バンコンバージョンモデル

今回より
「リバティシリーズ」
と
「バンコン総合カタログ」
の分冊になりました。

カタログ閲覧・請求は、
ホームページでも可能です。

Campingcar Plaza Tokyo

〒358-0015 埼玉県入間市二本木 1281-2

campingcar-rv.com

Side Dinette & Parents Bed

Cam per

CAMPING CAR

カタログ

〒567-0084 大阪府茨木市彩都あかね 3-3

Tel.072-641-7500

52SP

ANNEX VAN CONVERSION MODELS ALL-LINEUP 2020 -21｜CATALOG

2020-21

キャンピングカープラザ東京

火曜日・第一水曜日定休

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

2020-21

キャンピングカープラザ 大阪
営業時間 AM10：00-PM6：30

2 段ベッド

ANNEX CAMPING
VAN CONVERSION
MODELS
ALL-LINEUP
ANNEX CAMPING
CAR｜CAR
ALL｜LINE-UP
CATALOG
2019
–20202020 -21｜CATALOG

アネックスグループ販売店

〒061-1112
〒992-0012
〒989-2301
〒303-0045
〒305-0071
〒363-0011
〒262-0004
〒242-0001
〒501-6115
〒470-0131
〒613-0024
〒761-8058
〒710-0026
〒731-0102
〒841-0023

子供

+3
就寝

標準装備およびオプション金額はFAMILY WAGONと同じです。
＊総合カタログ・HP掲載価格表をご覧ください。

ANNEX CAMPING CAR｜ ALL LINE-UP CATALOG 2019 –2020

キャンピングレンタサービス工業
株式会社エフ・シー・エス
デルタリンク宮城
RVランド
RVランド・イオンモールつくば店
キャンピングカーランド埼玉店
デルタリンク千葉
レクビイオスト
キャンピングカーランド岐阜店
キャンピングカーランド名古屋店
キャンピングカーランド京都店
株式会社岡モータース
デルタリンク倉敷
デルタリンク広島
RVランド九州

就寝

オプション価格（税込価格）

全国ANNEX販売店
北海道
山形県
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
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就寝時

¥154,000-

後部収納

土足で使えるRIW仕様で

営業時間 AM10:00-PM6:00

Tel.04-2936-6635

火曜日・第一水曜日定休

campingcarplaza-tokyo.com

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
アネックス

検索

製造・販売元

本社／工場

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。

2020.10

