2つのアイテムを組み合わせると想像を超えるものが生まれる

ツー・イン・ワン システム
実用新案登録済

ツー・イン・ワンは、ルーフテントと車両を、サンルーフを介して往来出来るシステムです。
ハシゴを使わず
出入りできるから

サービスエリアでもルーフテントが使えます

●ハシゴも付属しています。

軽自動車から大きなワゴン・ワンボックスカーまであなたの愛車がキャンピングカーに大変身!
室内からサンルーフのガラス
を取り外し雨や風を防ぐドッ
キングチューブを取り付け
て車内からルーフテント
に直接入れます。

各パーツ単品
でのご購入も
可能です

装着例

ハスラー Two

in One セット価格（税別）

装着例

650<000j

エブリーワゴン LIDOO ベッド付セット価格（税別）

868<000j

■セットに含まれているもの

■セットに含まれているもの

ルーフテント コロンブス 360,000円、
マット・開口部加工費 80,000円、
サンルーフ 59,000円、
ルーフ加工 80,000円、
ルーフキャリアー 41,000円、取付調整費 30,000円
※チェッカーフラッグ塗装はオプションです
（80,000円）

ルーフテント エアーランダー 360,000円、
マット・開口部加工費 80,000円、
サンルーフ59,000円、
ルーフ加工 80,000円、
ルーフキャリアー 41,000円、取付調整費 30,000円、折畳みベッドLIDOO
178,000円、
ヤトゥー エアーマット
（2枚）40,000円
※車体とルーフテント間のエアロカバー
「リーゼントノーズ」
はオプションです。
（230,000円）

エアーランダー

エアートップ

※写真はオプションの塗装を施したものです。

イタリア製ルーフテント
（2名就寝）

イタリア製ルーフテント（2名就寝・ガス圧ダンパー式）

本体価格（税別）350,000h
●寸法(㎜)：横1,300×長さ2,100×高さ920（使
用）／高さ300（収納）
●重
量：46㎏
●材
質：屋根＆床 繊維強化プラスチック
（FRP）／側面 テント地
イタリア製ルーフテント（2名就寝・ガス圧ダンパー式）

本体価格（税別）350,000h
●寸法(㎜)：横1,300×長さ2,100×高さ1,500（使
用）／高さ300（収納）
●重
量：52㎏
●材
質：屋根＆床 繊維強化プラスチック
（FRP）／側面 テント地
■オプション：チェッカーフラッグ塗装（FRP部分）
本体価格（税別）８０,０００円
※価格に取付費は含まれておりません。

オートホーム

オートホーム

エアーランダー

エアートップ

本体価格（税別）370,000h

オートホーム

コロンブス

車内から直接ルーフテントにアクセス。
後付けもできます。 ドイツ製

ベバスト

サンルーフ

本体価格（税別）59,000h

●寸法：782㎜×412㎜
●車検適合品
※価格に取付加工費は含まれておりません。

ベース車にルーフテント取付時に使用。
車種に合わせてご用意。

ルーフキャリアー（4点セット）
本体価格（税別）4!,000h

※価格に取付加工費は含まれておりません。

※写真は別売のエアーマットを追加したものです。

車内にフランス製組立式ベッドを設置。

ヤトゥー

LIDOO（リドゥー）

本体価格（税別）!78,000h
●ウッドスプリング（板バネ）
使用
●付属品：汎用取付キット
■別売品：ヤトゥー エアーマット2枚SET
本体価格
（税別）４０,０００円
色：グリーン
使用時:1,980㎜×630㎜×100㎜
収納時：φ220㎜×700㎜
※LIDOOは、本リーフレットの裏面も参照してください。

※共に価格に取付費は含まれておりません。

ツー・イン・ワンに関するご注意

●ルーフテントを開いたまま走行しないで下さい。●走行中、
ベッドで寝ることは道交法で禁じられています。●ダクトを装着
したまま走行しないでください。●サンルーフ以外の製品は積載物扱いとなりますので、車検時には取り外す必要があります。

かるおじさんからの提案

お持ちの車 がキャンピングカーに早変り!
「かるおじさん」は、コイズミ カルコアのアウトドア関連商品のブランドキャラクターです。Facebookページ http://www.facebook.com/uncleKARU

フランスのニューブランド

ヤトゥー

LIDOO

板バネを使用した
寝心地の良い本格的ベッド

Made in FRANCE.

あなたのお車に
プレミアムな熟睡空間
軽ワゴンから大型ワゴンや
ワンボックスカーに簡単に設営
出来る折りたたみ式ベッドキット

使わない時は、カーゴスペースに
コンパクトに収納

ベッド下は収納スペースとして使用可

使用時に展開してセッティング。最後にエアーマットを敷いて完成！

TIPOO

パッと展開!
スマート収納

Made in FRANCE.

フレームで8の字にたたまれた
TIPOOは、簡単に展開できます。

リアゲートを上げ、接続テントを取付けると屋外に出ずテント内に…

リアゲートの高さに合わせた接続型テントです。
もちろん単体でも使えます。

内部には就寝用蚊帳も付属 !

KINOO

LIDOO

折りたたみテーブル
シンク

キッチン台

2段収納
引き出し

アウトドア調理も
楽しくなる
洒落たデザインの
キッチンキット

■ポータブルリビング（テント）

TIPOO

ティポー

¥178,000

KINOO

屋外使用に便利な
スタンドと車内で使用
出来るスライドレール
もあります。

税抜価格

¥108,000

●カ ラ ー：シルバー
●素
材：テント生地
●付 属 品：蚊帳付インナーテント
（W2,100㎜×H2,000㎜×D1,500㎜）
、
ジョイントテント
〔3サイズ
（L/M/S）有〕、
グランドシート、室内収納ネット
（1,500㎜×1,500㎜）

■ポータブルキッチン

■輸入元

税抜価格

●ウッドスプリング（板バネ）使用
●付 属 品：汎用取付キット
●別 売 品：エアーマット2枚セット ¥40,000
色：グリーン
エアマット使用時:1,980㎜×630㎜×100㎜／同 収納時：φ220㎜×700㎜

（市販のコンロ台が置けます）

20L可変式
給排水タンク

リドゥー

L サイズ／ M サイズ／ S サイズ

Made in FRANCE.

電動12Vポンプ付シャワー

販売代理店
募集中 !

■車載用ポータブルベッドキット

キノー

税抜価格

¥148,000

調理ユニット／幅 360mm× 高さ 500mm× 奥行 340mm
洗浄ユニット／幅 360mm× 高さ 500mm× 奥行 340mm

ハンス・ヘンシェル・エンド・カンパニー

■この広告の商品に関するお問合せは、
日本総販売元

カルコア事業部

http:// w w w . k a r u c a n . j p /

重量：11kg
重量：9.5kg

●カ ラ ー：レッド
●素
材：ABS樹脂
●主な装備：電動ポンプ式シャワー、
20L可変式給排水タンク
（シンク下）
、
2段収納引き出し
（キッチン台下）、折畳みテーブル
●付 属 品：スタンド、
シガーソケット用コード
●電
圧：DC12V（電動ポンプ式シャワーで使用）
●別 売 品：スライドレール ¥39,000

〒173 ‑ 0025 東 京 都 板 橋 区 熊 野 町 33 − 3
TEL: 03‑3959‑1212 FAX:03‑3959‑1288

E-mail: i n f o @ k a r u c a n . j p

※色や仕様・装備品は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承願います。
※広告内の表示価格に消費税は含まれておりません。

