
遊ぶ。くつろぐ。旅をする。
トヨタ販売店で購入できる車中泊車両を『カーネル』が徹底紹介

スマートキャンパー

オプション装着車
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MRT TypeⅡに標準装備の専用ロンリュームフロア
ならば、荷物の出し入れもラクラクです。また床や側面

トリムに内蔵されたアンカーナットは積荷をがっちりと

固定します。

ベッドキットを展開した際も、ベッドキット下部を有効

活用することが可能です。

また、ハイエース/レジアスエースならではの荷室高

を有効活用したオーバーヘッドコンソールも有効な収納

スペースを提供します。

簡易設置可能なMRT TypeⅡ専用ベッドキット
は車中泊用途に最適です。収納性も考慮した

設計となっているため、使用しない際には

MRT TypeⅡの左側トリム上に収まります。

04

使

寝

積

タイダウンフック使用例 カーゴレールASSY使用例

オーバーヘッドコンソール
クローズ状態

ベッドキット展開時
『ベッドモード』

ベッドキット収納時
『ラゲージモード』

オーバーヘッドコンソール
オープン状態

ベッド下部も有効活用



アウトドアライフを快適に過ごすための必須装備とも

いえる補助バッテリーを専用設計。必要最低限の小型サ

イズとすることで、MRT TypeⅡ左側トリム内に収まるた
め、荷室の使い勝手を損ないません。

MRT TypeⅡベッドキットをハーフラゲージ
モードにすれば荷室が寛ぎの空間に早変わり。

また高さのある積載物を搭載したまま就寝

することも可能です。

遊

寛

さぁ、スマートキャンパーベース
「MRT TypeⅡ」で旅に出よう！

EZ Do CAMP

補助バッテリー 補助バッテリー使用時

片側展開時
『ハーフラゲージモード』

ハーフラゲージモード
使用例



車中泊を快適に楽しみたい。
スマートキャンパーベース”MRT TypeⅡ”は近年ますます需要の高まる車中泊
に必要とされる基本装備を持つトランスポーターです。
全ての装備がスマートに備わっているため、車中泊以外の様々な用途にも活
用することができ、工夫次第で”あなただけの一台”を創れます。

Photo：MRT TypeⅡ（ベース車はハイエース/レジアスエース　2WD・3000ディーゼル・標準・スーパーGL）。
ボディーカラーはシルバーマイカメタリック<1E7>
MODELLISTAオプション装着車（ベッドキット・補助バッテリー・オーバーヘッドコンソール）
※写真の小物類は市販品につき装備に含まれません。

外蓋（アンカーナットガーニッシュ・インナーガーニッシュ・
ボルト）を外した状態 助手席側 インパネ部 クォータートリム部

※専用成形フルトリムを装備しているため、リヤシートはフルフラットにはなりません。

MRT TypeⅡ 架装装備

特別装備
アクセサリーコンセント（AC100V）

専用ロンリュームフロア（硬質塩ビ） アンカーナット＊1 専用バックドアスカッフプレート（アルミ製）

専用成形フルトリム（収納BOX付）　

運転席側

TypeⅡ スーパー GL 寸法 

mm013,1 ： ィデボ準標
ワイドボディ： 1,380mm

mm025,1 ： ィデボ準標
ワイドボディ： 1,705mm

標準ボディ
ワイドボディ
395mm

あなただけの快適車中泊空間、
創れます。

※Type Ⅱのみ

ホールカバーを外した状態 タイダウンフック使用例

＊1.許容荷重最大50kg（1箇所）、トリム最大50kg（トリム片側４箇所）となります。
ご使用に際しては取扱書を参照し、正しくご使用ください。

フロア16箇所、トリム8箇所　径：8mm（M8）表面素材アップ

ハイエース／レジアスエースMRT TypeⅡ 価格表

※価格にベッドキット、補助バッテリー等のオプションは含まれません。

・フロア16箇所　・トリム8箇所
　アンカーナット位置　

耐摩耗性にすぐれた硬質塩ビ製
ロンリューム

4スター（VOCフリー）ベニアを使用
板張り

根太の高さの微調整と防音
レジンフェルト

フロアの凹凸をフラットにしています
根太

アンカーナット

車両フロア

　専用ロンリュームフロア（硬質塩ビ）断面図A B

B

スマートキャンパー

オプション装着車

価格表記について
価格は取付費、塗装費を含まないモデリスタ希望小売価格〈（消費税込み）'14年2月現在のもの〉で参考価格です。
作業時間に応じた取付費、塗装費が別途必要となります。
価格、取付費、塗装費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。

車両の登録時期（新車ご注文と同時に装着される場合）またはお引渡し時期が
'14年4月以降の場合、消費税率8％が適用されます。



専用フックがフレキシブルに動かせるので荷物の固縛に便利です。
（ジュラルミン製・専用フック２個付き）

MRT Type Ⅱ用 側面トリム用：最大50kg（トリム片側）許容荷重

36,750 )込税費消（ 円

MRT TYPE Ⅱ用 側面トリム用

●補助バッテリーは工場で架装しますので、後付けはできません。
●室内灯は車両バッテリーとつながっているので連続使用の場合バッテリー
が上がる可能性があります。注 意

!

車中泊やアウトドアライフを快適に過ごすため
のMRT専用補助バッテリー。走行時に自動充電
し、エンジンOFF時に補助バッテリーのスイッチ
をONにすると車内で電源が確保できます。

エンジン停止中でも電源が使用できます。
走行中に充電できます。
100V×2口、12V×1口対応で様々な
電化製品が使用できます。

バッテリー
(ディープサイクルバッテリー)

インバーター

フロントパネル

容量 100Ah

出力 350W（正弦波タイプ）

1×トッケソV21CD・   2×トッケソV001CA・
チッイスンイメ・   ーカッェチ圧電・

使用出来る電化製品例

ノート
パソコン

DVD
プレイヤー

タブレット
端末

デジタル
カメラ

電気
ブランケット

199,500 )込税費消（ 円

※ベッド重量は標準用約35kg、ワイド用約40kgになります。

ベッドモード : 約200kg
ハーフラゲージモード : 約100kg耐荷重

●折り畳みの際は隙間クッションをずらしてから収納してください。
●展開時はベッドキットの足を必ず出してください。
●走行中は使用しないでください。注 意

!

足を出す ベルトをはずす 展開する（ハーフラゲージモード） 全部展開する（ベッドモード）

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

女性でもラクラク4stepで設置可能 ベッド下も有効活用

使い分けが便利な3つのモード
簡単な操作でベッドの展開、格納ができます。ベッドは使用用途に合わせハーフラゲージモード、ベッドモードで使用できます。
許容荷重：最大100kg/ベッド1枚あたり ※ベッドは車両が停止している状態で使用してください。　色：[ベッド表皮]グレー　[ステッチ]オレンジ

標準ボディ 　

195,000円（消費税込）

ラゲージモード

標準
開口部最大：約800mm、
 中最大約850mm
ワイド
開口部最大：約900mm、
 中最大約940mm

標準：1,430mm
ワイド：1,610mm

約365ｍｍ※2

約395ｍｍ

セカンドシートを前に
スライドした場合：約2,570mm
セカンドシートを後ろに
スライドした場合：約2,440mm

ハーフラゲージモード

※写真はベッドキット（標準ボディ）説明のためのものであり、通常以外のシートアレンジをすると走行できない場合やご注意いただきたい項目があります。必ず取扱書をご覧ください。
※1　ベッドキットとセカンドシートとの隙間はセカンドシートを前にスライドの場合：約230mm、後ろにスライドの場合：100mmです。
※2　ベッドキット足の収納があるため、ベッド下の寸法が短くなります。

標準：615mm
ワイド：705mm

1,740ｍｍ

ワイドボディ 

198,000円（消費税込）

※MRT以外のハイエース／レジアスエース（標準ボディ）にも装着可能です。

設定 標準ボディ

※装着の際、ルーフフレームとルーフライニングに加工が必要です。

25L容量 5kg  最大積載量

外寸
内寸

L約1,070×W約440×H約140mm
L約940×W約330×H約100mm

素材 コンテナ：ABS　フレーム：スチール

131,250 )込税費消（ 円

補助バッテリー MRT TypeⅡ 架装オプション

ベッドキット MRT TypeⅡ専用、販売店装着オプション

オーバーヘッドコンソール カーゴレール ASSY

ベッド下は床面から36.5cmあり、
収納スペースとして活用できます。
就寝性を犠牲にしない設計です。

保証
モデリスタパーツについて保証修理を受けられる期間は、パーツを車両に装着された日から1年間となります。
ただし、その期間内でも走行距離が20,000kmまでとなります。
※詳細につきましては、裏表紙のお問い合わせ先にてご確認ください。

ベッド表皮は撥水加工を施しています。

かさばる衣類やブランケットなどを収納できる、便利でスタイリッシュな収納スペース。
開口時にはLEDランプがコンソール内を明るく照らします。



ハイエース MRTの購入について

ハイエース MRT（マルチロールトランスポーター）は
全国のトヨペット店でお買い求めいただけます。
（除く大坂トヨペット、大阪地区は大阪トヨタ、
 東京では東京トヨタでもお買い求めいただけます。）

http://www.modellista.co.jp/s/dop/
もしくは右のQRコードよりご参照ください。

販売店の検索は販売店の検索は

本カタログに掲載されている商品につきましては、車両登録後の取付を前提としております。登録前に取付する場合は持ち込み登録となります。
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。（このカタログの内容は’14年2月現在のもの）ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

モデリスタの商品に関するお問い合わせ先

株式会社トヨタモデリスタインターナショナル［モデリスタコールセンター］
03-6361-1000 月曜～土曜（除く祝日）10:00～18:00 〒168-0081 東京都杉並区宮前一丁目20の22 http://www.modellista.co.jpTEL オープン時間 所在地 ホームページ

レジアスエース MRTの購入について

レジアスエース MRT（マルチロールトランスポーター）は
全国のネッツ店でお買い求めいただけます。

http://www.modellista.co.jp/s/don/
もしくは右のQRコードよりご参照ください。

販売店の検索は販売店の検索は

ホビーやビジネス用途、あなた次第でもっと使えるハイエース／レジアスエースへ。

MRT Type Ⅰ（床仕様）
スーパー GLDX “GL パッケージ”

TypeⅠ スーパー GL 寸法TypeⅠ DX “GL パッケージ” 寸法

mm025,1 ： ィデボ準標
ワイドボディ： 1,705mm

床寸法
mm090,1 ： ィデボ準標

ワイドボディ： 1,276mm

mm013,1 ： ィデボ準標
ワイドボディ： 1,380mm

mm545,1 ： ィデボ準標

床寸法
mm011,1 ： ィデボ準標

mm523,1 ： ィデボ準標

ラゲージユーティリティフレーム

最大60kg（運転席側、助手席側それぞれ最大30ｋｇ）許容荷重

1,226ｍｍ

1,195mm

標準：1,377mm
ワイド：1,747mm

MRT TypeⅠ販売店装着オプション

レジャー＆ビジネスベース


