
☆仕様（白色8ナンバーキャンピング） ＊ライトエースべース ◎

　・ダイネットソファーベッド（大人2人） ・サブバッテリー105A×1個 ・遮光カーテン ・延長マフラー

　・スライド式バンクベット ・室内LED照明（4箇所メイン/バンク部） ・走行充電システム ・カセットコンロ

　・冷蔵庫12V専用49L（冷凍スペース付） ・ルーフベント(手動ダイヤル式） ・脱着式ダイネットテーブル ・タオルハンガー

　・シンクセット（給/排水　専用タンク各19L） ・外部電源取入口 ・網戸付きスライド左右ウィンドウ ・鏡（樹脂素材）

　・アクセサリーソケット（12V車両アクセサリー) ・100Vコンセント2口 ・網戸付きリアスライドウィンドウ

　・外部LEDマーカー3ヶ所（サイド：2ヶ所　リア：2ヶ所反射板） ・12Vアクセサリーソケット ・オーバーヘッドキャビネット

　・オフセットミラー（車幅対策） ・ネットスクリーン付エントランスドア ・フリールーム（外部ハッチ+LED照明付）

※　ベース車はミスティックオリジナルキャンパーベースとなります、メーカー発表の価格と差が出た場合には、改めて精算させていただきます。

取得税
選
択 取得税 リサイクル料

¥40,800～ ¥40,800～

¥42,800～ ¥42,800～

¥43,900～ ¥43,900～

¥45,600～ ¥45,600～

（ハーフ塗装になります）

☆おすすめパック架装オプション　
選択 価　格 選択

¥36,720
ファンタスティックファンに変更（追加も可能） ¥57,240
サイドオーニング（3.0M）フィアマ製品 ¥140,400
ダイネットソファー下収納扉（観音扉）に変更 ¥54,000
オリジナル家具付100V電子レンジ：750W ¥64,800
小型クーラー（分離型100V） 【外部100V必須】 ¥162,000
室内FFヒーター（車両燃料タンク吸上型） ¥221,400
ガイナセラミック断熱（お勧めオプション） ¥129,600
アクリル2重窓に変更（結露や断熱に効果あり） ¥39,820
アクリル2重窓に全てを変更（3ヶ所） ¥118,800
カーテンBOX＆カーテン（遮光難燃性）3ヶ所 ¥32,400

【★】 右：外部収納（中型ハッチ付）すべてに対応可。 ¥64,800
左：外部収納（小型ハッチ付）クーラー無にお勧め ¥54,000
CTEK専用（バッテリーセンス）スマホ用 ¥12,960

☆純正オプション　 ツインバッテリーに変更 ¥29,970
価　格 選択 品　目　名　称 選択 CTEK（走行受電電圧を上げ効率よく充電） ¥51,840

フロアーマット（デラックスタイプ）カーペット ¥7,560 ゴムタイプマット トリプルバッテリーに変更 ¥59,940
サイドバイザー（ベーシックタイプ） ¥5,400 三角停止版 CTEK（走行受電電圧を上げ効率よく充電） ¥50,760
DXナンバーフレームセット（盗難防止ナット付） ¥6,588 レスキューハンマー ソーラーパネル（80W）コントローラー付 ¥108,000
ベーシックナンバーフレームセット ¥5,292 車載防災セット パイオニア楽ナビシリーズ200㎜ワイド ¥151,200

☆ キャンパー側車両オプション バックアイカメラ（カメラ+カメラカバー付） ¥43,200
フロント強化コイルスプリング（MYSオリジナル） カヤバ社製品フロント2本（工賃込） リアサテライトスピーカー（パイオニア） ¥39,800

カヤバ社製品リア2本（工賃込） パナソニック音声案内機能付ETC ¥18,640
エアサスキット（専用ブラケット使用MYSオリジナル） リアモニターシステム（19㌅アーム固定型） ¥90,720
専用ヒッチメンバー　（MYSオリジナル）牽引は不可 2㌅のW出しになります。

専用ヒッチ用カーゴキャリア 検査登録手続き代行費用

専用ヒッチ用カーゴキャリア折り畳み式 予備検査費用

ブーニーズ（ホイールキャップ） 4枚セットでルックスの向上に！ 自動車税

車検対応のポジションLEDとのセット 重量税

注）　サブバッテリーによるクーラー稼働時間につきましては、室内気温・バッテリーの残量等により大きな差が発生いたします。 自賠責保険料

自動車取得税 変動あり

＊ディーラー保障継承においてはご自身でお願い致します。

Xエディション装備（DXに右記の装備を追加)
・電動リモコンミラー　　・ゼミファブリックシート生地　　　・カラードバンパー

・ワイアレスドアロック+イモビライザー（盗難防止）　　　・ドアトリム（内貼り）

①トニコオレンジ【R71】　②ミストブルーマイカ【B69】　③ライトローズメタリック【T22】

④ファインミントM【G59】　⑤【クラックマイカM【X07】　　⑥オフビートカーキ【G55】

縦　1,250㎜ 縦　1,800㎜

乗車　6名

就寝　5名

5MT
4AT
5MT
4AT

2WDライトエース
DX

（AC/パワステ付）

5MT
4AT
5MT
4AT

2WD

4WD

選べるカラーラインナップ
★

¥35,180

（スペースは御座います）（室内高1,770㎜） （一部1,100㎜） （収納時1,000㎜）

車両とセット価格

¥4,334,000
¥4,370,400
¥4,533,480
¥4,619,880

¥7,160

¥51,360

¥10,800

¥2,700

パナソニックETC（有効期限案内付）（18,640円）

＊選択無の場合はバンパー塗装のみです。

ソーラーパネル（制御機能付）120W（148,400円）

快適OPパック
FFヒーター　　（ベバスト社：221,400円）

¥162,000

選べるカラーパック

（レジストロ同色から）
108,000円

（標準色；ホワイト【W09】シルバー【1E7】対象）

左側助手席側側面に生ごみなどを収納するのに便利

¥2,484
¥12,960

価　格

¥5,940
トリプルバッテリーに対応

（開発中）参考価格

ナ
ビ
関
連

【湘南店】
【双葉店】

お問い合わせ先　MYSミスティック

120W：コントローラー付【148,400円】

フルセグTVチューナ付（取付キット＆工賃込価格）

バックカメラ+カメラカバー付（37,800円）

メモリーフルセグナビ（151,200円）取付キット込

2.5Kw正弦波インバーター（132,000円）

（通常：378,410円）

小型クーラー　（クレクールⅤ：162,000円）

（通常：440,640円） ファンタスティックファンに変更（57,240円）

コンバーター（100V→12V）（68,040円）

右側運転式側面に濡れても平気な物を収納

リアサテライトスピーカー（39,800円）リア用

品　目　名　称 仕　様　/　内　容 価　格 品　目　名　称

電力安心パック
298,000円

198,000円
お出掛け安心パック

（通常：252,840円）

ツインバッテリーに変更（105A×2）（29,970円）

から選択でハーフ塗装で施工（デモ同等）

引き出し収納1段付（小物食器類やお箸入れに！

【定額580W-冷房能力1500W】R410Aガス使用】

ベバスト社製品ガソリンクリーンFFヒーター

サイズ【700×450】1ヶ所交換価格。（カーテン無）

カーテンはシェード付なので無です。

＊アクリルに変更した場合の追加提案です。

グレード 駆動 ミッション

全長　4,680㎜

2018.7.4

諸　元 定員 ベッド展開時寸法 標　準　装　備

価格は税込価格となります。

【ご購入検討書】

ダイネット

横　1,850㎜

バンクベット

横　1,770㎜全幅　1,910㎜

全高　2,590㎜

☆ セ ッ ト 価　格 

4WD

車両とセット価格

¥4,442,000
¥4,478,400
¥4,641,480
¥4,727,880

398,000円
バンク部に光の取入とデザイン性の追加に

MAXXファンに変更は【75,600円】も変更可能

日よけや急激な天気の変更に重宝します。

仕　様　/　内　容

リサイクル料

ライトエース
【Xエディション】
（キーレス/パワーウィンド付）

グレード 駆動 ミッション

キ
ャ
ン
パ
ー

標準は105A×1個積なので3個に変更

¥7,160

ミラー型モニター+バックビューは【54,000円】もあり

平型無指向性

パナソニック2.0対応ETCは【32,400円】

サブバッテリーでナビを稼働させ停車中に視聴可能

専用アプリで電圧を離れた場所で確認できる。

お
得
な
セ

ッ
ト
提
案

品　目　名　称
純
正
O
P

バンク部サークルウィンドウ

長物収納が便利　

断熱は勿論結露に大きな効果があります。

標準は105A×1個積なので2個に変更

ツインバッテリーに対応

車
両
側
O
P

リア強化強化ショック（14段減衰力調整式） ¥44,280

社外LEDヘットライトに変更（Hi/Lo切り換え）

¥54,000
¥86,400

¥86,400

そのための割引を契約時に▲10800円で処理致します】

TEL　:　0463-74-4726
TEL　:　055-267-7600

検査手数料含む

12ヶ月

24ヶ月

25ヶ月

登録時調整

¥54,000
¥64,800
¥27,600
¥41,000
¥31,230
¥37,700

サイクルキャリア/BOXを積むなども便利。

使わない場合は畳んで走行。


