ANNEX CAB CONVERSION MODEL

52DB

NEW
Cabconversion
MODEL

伝統的スタイルと最新テクノロジー
アネックスキャブコンにカムロードベース新登場

Dinette & Foldable Bunk Bed

リバティ 52DB

ANNEX CAB CONVERSION MODEL

NEW

アネックスキャブコンにカムロードベース新登場
日本で唯一のキャンピングカー専用車であるカムロードをベースに、
ファミリーで使い易いキャンピングカーを作りました。
室内空間の広さと運転のしやすさをギリギリまで突き詰めたサイズの断熱ボディに
最新のテクノロジーを搭載し、スタイリッシュなデザインに仕上げました。
室内は、最新のトレンドを取り入れた明るい色合いの中にも
落ち着きを感じさせるデザインです。

AC・DC・USB
コンセント

52DB リバティ 52DB
Dinette & Foldable Bunk Bed

多彩な電源を各部に
配置してあります。

タッチパネル式集中スイッチ

操作のしやすいタッチパネル式集中スイッチを採用。
各部電気設備のON-OFFだけでは無く、
サブバッテリーの状態や水タンクの水量などをわかりやすく表示します。
システムがダウンした場合もバックアップ回路により操作が可能。

リチウムイオンバッテリー

BMS（バッテリーマネージメントシステム）内蔵。
わずか15kgの質量でありながら
12V240Ah（3kwh）の容量を誇るリチウムイオンバッテリーです。
繰り返し充放電回数は鉛バッテリーの約10倍と言われています。
また、鉛バッテリーのような大電流放電による容量低減が
ほとんどありません。さらに、大電流充電が可能ですので、
バッテリーの電力を使い切ったあとでも一晩の外部充電で
再び満充電に回復させることが可能です。

収納
車内の至る所に
収納スペースを設けました。
使い込むほどに
便利さが増していきます。

ダイネット

対面式のソファでゆったりとした空間を確保しました。
いつまでもくつろげる心地よい時間をお過ごしいただけます。
テーブルのサイズは880mmｘ650mmです。

ダイネットのベッド展開

伸縮式のテーブルを下げ、ベッドに展開可能。
ベッドサイズは1800mmX900mmです。

ギャレー

伝統的スタイルと最新テクノロジー

レンジフード

エアコン

コンパクトでありながらも必要充分な機能を備えるギャレー。 調理時の熱気などを素早く車外に排出。
引き出しにはキッチン用品をしっかり収納出来ます。
LEDランプ付。

AC100Vで駆動するエアコンですが、
外部電源が接続されていないときは
リチウムイオンバッテリーで駆動させることが可能です。

1996年夏のMAX LIBERTYデビューによって
「常設二段ベッド」
ブームが起こり、

その翌年1997年発売のLIBERTY5.2でそのブームは確かなメインストリームとなって

日本のキャブコンシーンに根付きました。

それ以来21年に渡って弊社は、ハイエースベースのLIBERTY NSなど

新時代のキャブコンを創りながら伝統のスタイルを継承してきました。
そして2018年夏、新しいテクノロジー、最新デザイン、

そして新工法による断熱FRPボディを得てカムロードベースLIBERTYが復活しました。

バンクベッド

操作性に優れたスライド拡張式バンクベッド。
快適な睡眠をお約束します。
拡張時のベッドサイズは1940mmｘ1740mm。
空間の高さは一番奥で230mm、一番手前では730mmです。

｜カムロードベース｜全長5.2M｜低重心｜断熱ボディ｜リチウムイオンバッテリー｜FF床暖房｜
｜ルームエアコン｜標準 90ℓ冷蔵庫（１0ℓ冷凍庫つき）｜引き出し20ℓ冷蔵庫＊｜電子レンジ＊｜タッチパネル式集中スイッチ｜*オプション

FF床暖房

2段ベッド
サードシート

サードシートには3点式シートベルトを装備。
座面をスライドさせてリクライニング可能。

後部二段ベッドは1920mmｘ840mm。
空間の高さは下段が610mm、上段は590mm。
下段にはウッドスプリングを装備。
上段は一部分を跳ね上げ可能。

後部ベッド下収納庫

レジャーグッズも余裕で積み込める大きな収納庫です。
奥行き1520mm ｘ 巾760mm ｘ 高さ560mm。
また、ベッドマットを跳ね上げれば
さらにたくさんの荷物を収納出来ます。

ヨーロッパの上級グレードキャンピングカーにのみ
採用されているFF床暖房を採用。
床面直下に60℃以上の温水クーラント配管を張り巡らせることにより、
部屋全体をムラ無く暖めますので冬季のキャンプも快適です。
燃料燃焼式の強制排気方式ですから
部屋の空気は常にクリーンで安全です。

電子レンジ
*オプション

横開き冷蔵庫 *標準 引き出し冷蔵庫 *オプション

10リットルの冷凍室を内蔵する90リットルのDC冷蔵庫は
冷却能力が高く、食品を安心して保存出来ます。
また、オプションの引き出し式冷蔵庫と電子レンジを組み合わせれば
さらにくるま旅での食事のバリエーションが拡がります。

マルチルーム

カセットトイレ、シャワー設備、洗面台を備えるマルチルーム。
ソーラーベンチレーターで換気ができます。

低重心

サブシャーシとルーフの形状を最適化し、
低重心化を計りました。

電動ステップ

乗り降りしやすい電動ステップ。

テールランプ

HELLAの高品質テールランプです。
ウインカーは光が流れるシーケンシャル。

ハイマウントストップランプ

HELLAの高品質LEDハイマウントストップランプです。
後続車からの視認性に優れています。

アクリルウインドウ

アクリル2重ウインドウにより
断熱効果をさらに高めています。

リバティ 52DB ｜Dinette & Foldable Bunk Bed
ベース車：トヨタ カムロード
全長 5,230mm×全幅 2,040mm×全高 2,880mm

2,000ccガソリン（2WD）、3,000ccディーゼルターボ（2WD&4WD）
登録
ナンバー

8

走行時

乗車定員

8

フリー
ルーム

（4WD選択時は7名）

外部収納庫

52DB

ギャレ

冷蔵庫
収納

大きな容量を持つ外部収納庫。
アウトドアグッズもたくさん積み込み出来ます。
テーブル

ダイネット
（停車時）

サイドオーニング

ルーフトップタイプでスタイルを損なわず
非装着車と比べても車体の横幅が変わらないので
運転のしやすさにも貢献しています。
＊オプション

スタイリッシュなデザイン

断熱ボディ

カーデザイナーによるスタイリッシュなデザインです。
サイドパネル上部とルーフパネル左右端に角度を付けることによって、
車高を低く見せるだけで無く、モーメントの低減や
横風の影響低減による乗り心地改善をも狙っています。

ANNEX伝統の断熱工法をFRP成型シェルに継承。
ルーフパネル、サイドパネルおよびフロアパネルにXPS断熱材を採用しています。
また、車体コーナーR部分には独立発泡断熱材を貼り込んでいます。
断熱FRPボディーシェルは2ピース構造。

就寝時

フリー
ルーム

ギャレ

5

冷蔵庫
収納

バンクベッド
フリー
ルーム

就寝

ギャレ

冷蔵庫
収納

上下2段ベッド

＊アルミホイールは別売りです。

NEW
モデル

ANNEX CAMPINGCAR
2019 LINEUP

NEW
モデル

アネックスキャンピングカー
2019ラインナップ

SS-ER

SGL

ツイン仕様が大人の空間
リコルソ
¥4,550,000
（税込）〜

5ドア、前向5名乗車、
2段ベッド
ファミリーワゴンSGL

￥4,650,000（税込）
〜

気軽に、多目的に
ファミリーワゴンSS
回転台座仕様可

￥2,919,000
（税込）
〜

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
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

ファミリーワゴンSSの
エレベーティングルーフ仕様
回転台座仕様可

￥3,783,000
（税込）
〜

ふたり旅を考えつくした
ウィズ

家族と旅
コンポーザー

￥5,132,000
（税込）
〜

￥4,7 70,000
（税込）
〜

エレベーティング
ルーフ仕様
E L E VAT I N G
ROOF

52DB

Dinette &Foldable Bunk Bed

伝統的スタイルと最新テクノロジー
カムロードベース リバティ52DB
￥8,260,000
（税込）
〜

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。

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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