
LEGANCE MODEL CATALOG 2022 025 LEGANCE MODEL CATALOG 2022 026

￥46,200（税込）

カラー：パールホワイト or スーパーブラック

フロントハーフスポイラー

※ナンバープレートアタッチメント付属。
※FRP製品は未塗装となります。

￥19,800（税込）
ABSグリルカバー

インテリアカップホルダーNV350キャラバン　レガンス

ジュエルLEDハイマウントストップランプ

￥33,000（税込）

※センターコンソールの後部用です。

※サイズ・形状により干渉する場合があります。

レッドレッド イエロー
ゴールド
イエロー
ゴールド

シャイン
オレンジ
シャイン
オレンジ

シャイン
ゴールド
シャイン
ゴールド

バックギャモンTYPE

レガンスTYPE

ブレーキキャリパーカバー

〈左右セット〉
￥15,400（税込）

NV350キャラバン　レガンス

NV350キャラバンNV350 CARAVANNV350キャラバンNV350 CARAVAN

日本製
MADE IN JAPAN

日本製
MADE IN JAPAN

スモールランプ、ブレーキ
ランプの2段階点灯が可能。

・・・・

・・・・

インテリアカップホルダー
￥12,100（税込）

オールブラック仕様
￥1,100up（税込）

・・・・・・

・・・・・

セカンドカップホルダー
￥7,810（税込）

オールブラック仕様
￥1,100up（税込）

・・・・・・・

・・・・・

ノンスリップマットNV350キャラバン　レガンス

スライドテーブル用 収納可能 !収納可能 !収納可能 !

パーソナルカウンターテーブル

VOLTAGEメーターと
急 速 充 電 が 可 能 な
2.4A×2のUSBポ ー
トが付属した仕様もセ
レクトできる様になり
ました。さらにシート
のリクライニングやエ
ンジンフードの開閉も
装着したまま可能とし
た機能とデザインを兼
ね備えたカウンター
テーブルです。 固定は
脱着しやすいマジック
テープでの簡単取付！ 

NV350キャラバン　レガンス
日本製
MADE IN JAPAN

各/￥2,090（税込）

NV350キャラバンのセンター
コンソール用＆後ろにあるスラ
イドテーブル用のノンスリップ
マット。専用設計だからサイズも
ピッタリ！

適合：プレミアムGX・ワゴンGX

COLORS

色10

COLORS

色10

COLORS

色10

パーソナルカウンターテーブル カップ4個
汎用 ボルテージ＋USBポート4.8A

パーソナルカウンターテーブル カップ4個 

オールブラック仕様

￥41,800（税込）

￥46,200（税込）

￥1,100up（税込）レッド
クローム

ライトスモーク
ブラッククローム

クリア
レッドクローム

NV350キャラバン　レガンスフロントシートアームレスト 無段階タイプフロントシートアームレスト 無段階タイプ

フロントシート専用の無段階式アームレスト!

（税込）￥17,600運転席　レザーブラック

（税込）￥17,600助手席　レザーブラック

（税込）￥4,950upレガンスシートカバーVer（片側）

オプションの「レガンスシー
トカバーVer」も選べる　

オプション

製品はPVCのレザー
ブラックになります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

標 準 設 定

NV350キャラバン　レガンス

インテリアセンターコンソールボックスインテリアセンターコンソールボックス

便利な開閉できる小物入れ！
（ノンスリップマット付属）

急速充電を可能とした、汎用 VOLTAGE+USBポート4.8A（別売）急速充電を可能とした、汎用 VOLTAGE+USBポート4.8A（別売）

※カラーはレザーブラック
※この画像の製品には
　「汎用ボルテージ＋
　USBポート4.8A（別売）」
　が装着されております。

※カラーはレザーブラック
※この画像の製品には
　「汎用ボルテージ＋
　USBポート4.8A（別売）」
　が装着されております。

NV350キャラバン専用、
交換タイプのセンタコン
ソールBOXがニューラ
インナップ。
カップホルダーにスマホ
ホルダー、テッシュケー
スも収納でき、小物入れ
も完備。フタ部分には掘
り込みがあり、小物を置
いても滑らないレガンス
ノンスリップマットも付
属。取付は純正のセン
ターコンソールBOXの
ネジ穴を活用し、しっか
り固定できます。
オプション品として汎用 
VOLTAGE+USBポート
4.8Aがはめ込みできる
穴あきタイプも有ります。

実用性と高級感を融合、
インテリアセンター
コンソールボックス。

インテリアセンターコンソールボックス ￥41,800（税込）
インテリアセンターコンソールボックス
+穴開けオプション（USBポート差し込み用）　　

（税込）￥42,900

汎用 VOLTAGE+USBポート4.8A ￥4,950（税込）
オールブラック仕様 ￥1,100up（税込）

・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

ティッシュも収納可能！

￥35,200（税込）・・・・・・・・・・・・・・・
￥189,200（税込）

￥36,300（税込）

電装くん電装くん
【電装くん】

※矢印は電気の流れ

小型ファンヒーター

小型冷蔵庫

扇風機電気毛布

ノートパソコン

LED照明

100V家電が
車内で使える!!
100V家電が
車内で使える!!

ナビ・オーディオ

ダウン
ライト

ダウン
ライト

ダウン
ライト

ダウン
ライト

リアモニター
（フリップダウンモニター）

電装くんに切り替える
電源スイッチ付き!
電装くんに切り替える
電源スイッチ付き!

シガーソケットに
差すだけでOK!!　
シガーソケットに
差すだけでOK!!　

エンジンOFFなのに
車内で電気が使えて
バッテリーが上がらない!!

※他社のポータブルバッテリー等でも「電装くん」は

　ご使用いただけます。

フリップダウン
モニター

シガーソケット

切り替え
スイッチ

ダウンライトや
その他

ナビTV

リア
モニター

ア
ク
セ
サ
リ
ー
電
源

ケーブルのシガーソケットをポータブ
ル電源に接続してスイッチをONにす
ることで電気を車体側に供給できま
す。また『でんそう君』からのナビ、アク
セサリーの電気供給は接続合計10Aま
で対応。取付は車両側とデッキ裏のカ
プラーに『でんそう君』のカプラーを割
り込ませればOK!1本のケーブルをリ
ア側に持っていくだけで純正の配線加
工の必要も無いのが魅力です。

ポータブル電源使用時の切
り替えスイッチ。形状＆サイ
ズは「空きスイッチパネル」
対応設計なので後付け感も
なし！

取付は車体側のハーネスと

デッキ裏の間に割り込ますだ

け。カプラーONにて取付でき

る簡単設計。先端のシガーソ

ケットをポータブル電源の設

置場所まで這わしてください、

でんそう君の全長は5.5ｍ、ロ

ングケーブルは7.5ｍの設定と

なっております。

公共の駐車場などではクルマのエンジンONがNG。しか

し車内で長時間アクセサリー電源でテレビなどを見る

ことはバッテリー上がりの原因となります。そこで『で

んそう君』を取付けることによって、電気供給が車体の

バッテリーからポータブル電源に切り替わり、車両の

バッテリー上がりを防ぐことができる配線キットです。

道の駅などエンジンONがNG　   なときとっても便利!

JI-001・JI-003・JI-005・
JI-006・JI-007

車
体
側

ポータブルソーラーパネル JI-120W

道の駅などエンジンONがNG　   なときとっても便利!

アイデア

ポータブル電源 EB-JI150

￥189,200（税込）
ポータブル電源 EB-JI150

でんそう君（5.5m）

￥37,950（税込）JI-002・JI-004

でんそう君ロングテーブル（7.5m）

Portable
SOLAR PANEL
Portable
SOLAR PANEL

ポータブルソーラーパネルJI-120WポータブルソーラーパネルJI-120W
持ち運びし

やすい、

折り畳みタ
イプ！持ち運びし
やすい、

折り畳みタ
イプ！

単結晶シリコンを採用した、ポータブルソーラーパネル
「Idea JI-120W」。家庭用コンセント入力が使えない環境
でも、太陽光を利用してポータブル電源への給電が可能。
「Idea EB-JI150」ポータブル電源と組み合わせて使用す
ることで、もしもの停電時などにも電力を蓄電すること
ができます。また高耐久性フッ素樹脂「ETFE」を採用し、紫外線に強く透明性もあるため日差
しが強い日中での使用にも最適です。

※2

※3

↑かんたんに持ち運べる軽量3.7kg に加えコンパクト設計の3ツ折りたたみ式。

防水、防塵に
強い素材 !!
防水、防塵に
強い素材 !!

電装くん
配線キット

アームレストの高さをお好みの位置で固定できる仕様になっており、ライダー・プレミアムGX・ワゴン
DX・ワゴンGXの運転席と助手席側をラインナップ。（フロント座席が3名掛けは取付不可）LEGANCE
のインテリアセンタコンソールBOX取付車専用で、装着すればフロント座席が別次元に変化！PVCの
レザーブラックが標準設定、オプションでLEGANCEのシートカバー色のオーダーも可能です。専用ス
テーをボルトオン、シートに穴を開け取付します。
※純正センターコンソールBOXへの装着は運転席は△、助手席は×となります、詳しくはスタッフまで。

アームレストの高さをお好みの位置で固定できる仕様になっており、ライダー・プレミアムGX・ワゴン
DX・ワゴンGXの運転席と助手席側をラインナップ。（フロント座席が3名掛けは取付不可）LEGANCE
のインテリアセンタコンソールBOX取付車専用で、装着すればフロント座席が別次元に変化！PVCの
レザーブラックが標準設定、オプションでLEGANCEのシートカバー色のオーダーも可能です。専用ス
テーをボルトオン、シートに穴を開け取付します。
※純正センターコンソールBOXへの装着は運転席は△、助手席は×となります、詳しくはスタッフまで。

出力1000W、バッテリー容量1500Whと安
心の大容量。バッテリーの寿命は2500回以
上の充放電サイクル数。温度管理や過電圧・
過電流保護、ショート防止など高度なバッテ
リーマネジメントシステム（BMS）で事故を
未然に防ぎ、より安全な使用状況を確保しま
す｡家庭用コンセント及びソーラーパネルか
ら充電が可能。パススルー機能搭載の為、い
ざという時はソーラー充電しながらの電気
供給が可能です。

出力1000W、バッテリー容量1500Whと安
心の大容量。バッテリーの寿命は2500回以
上の充放電サイクル数。温度管理や過電圧・
過電流保護、ショート防止など高度なバッテ
リーマネジメントシステム（BMS）で事故を
未然に防ぎ、より安全な使用状況を確保しま
す｡家庭用コンセント及びソーラーパネルか
ら充電が可能。パススルー機能搭載の為、い
ざという時はソーラー充電しながらの電気
供給が可能です。

車中泊
に

最適!!

BATTERYPortable
ポータブル電源 EB-JI150アイデア

BATTERYPortable
ポータブル電源 EB-JI150アイデア リン酸鉄 リチウムイオン

393
mm

365
mm

mm
165 393

mm

365
mm

mm
165

出力100
0W、

バッテリ
ー容量15

00wh
超ハイパ

ワー !!


