
　ＷＡＬＫ 価格表

○内装トリム加工（ＭＣは標準トリム）

○側面・天井断熱加工

○遮光カーテン一式

○クッションフロア加工

○フロントカウンター＆傘立(ＭＣ)

○脱着式テーブル　カップホルダー付

○シガーソケット

○ルーフキャビネット（ＭＣは除く）

○ハンガーポール

（価格及び装備は品質向上のため予告なく変更いたします。）

○サブバッテリー(105A×1) ○冷蔵庫(Type-Cのみ　WALK ４９L WALKⅡ1８Lポータブル)

○走行充電システム ○シャワーヘッド付ギャレー

○収納ネット（ＭＣ・WALKⅡは除く） ○Ａ/Ｃ１００Ｖ外部入力&コンセント

○折りたたみ式調理台 ○３列目シートベルト（全車　２点式）

○シート下収納庫 ○天井シーリングライト　ＬＥＤ（補助灯付き）

○６連集中スイッチ ○流し元灯　ＬＥＤ

キ ャ ン ピ ン グ 架 装 部 主 要 装 備

○手すり＆オープンボックス ○後部折り畳み式マット

○給水・排水タンク ○１２００幅対面シート(Type-Ｃは除く)

○カセット式コンロ ○２列目シートベルト(Type-A・ＭＣ　３名分）

2.7ガソリン　ワゴンGL特設車 ¥4,122,000 (税別) ¥4,361,000 (税別)

( 注 )   全車　Toyota Safety sense Pは　非装着となります

( 注 )   全車　Toyota Safety sense Pは　非装着となります
ＷＡＬＫ-ＭＣ　(ウォーク・ミドルキャンパー) 　新車価格　（ロング・ワイドボディー・ミドルルーフ）

ＭＣ (ミドルキャンパー)

ベース車 2WD 4WD

2.0ガソリン　キャンパー特設車 ¥3,758,000 (税別) 設定なし

2.8D/T　キャンパー特設車 ¥4,238,000 (税別) ¥4,468,000 (税別)

( 注 )   全車　Toyota Safety sense Pは　非装着となります
ＷＡＬＫⅡ(ウォークⅡ) 　新車価格　（ロング・標準ボディー・ハイルーフ）

Type-Aファミリー仕様(定員9名) ・ Type-C二人旅仕様(定員6名)
ベース車 2WD 4WD

　　　　　　　　　 　　　Type-A 特別仕様車　Wel Camper  ( 車椅子仕様 )
ベース車 2WD 4WD

2.7ガソリン　キャンパーベース車 ¥4,406,000 (税別) ¥4,647,000 (税別)

2.7ガソリン　キャンパーベース車 ¥3,979,000 (税別) ¥4,221,000 (税別)

2.8D/T　キャンパーベース車 ¥4,403,000 (税別) ¥4,643,000 (税別)

2020年5月現在

※下記の価格に消費税および諸費用は含まれておりません。

ＷＡＬＫ(ウォーク) 　新車価格　（スーパーロング・ワイドボディー・ハイルーフ）

Type-Aファミリー仕様(定員9名) ・ Type-C二人旅仕様(定員6名)
ベース車 2WD 4WD



※下記の価格に消費税は含まれておりません。

○LEDヘッドランプ
○自動防眩インナーミラー(バックモニター内蔵)
○デジタルインナーミラー
○デジタルインナーミラー(バックモニター内蔵)
○パノラミックビューモニター
○スマートエントリー＆スタートシステム
○パワースライドドア
○ステアリングスイッチ（オーディオ）

○アウターミラーヒーター  

○リヤフォグランプ
○ホワイトパールクリスタルシャイン （塗装色）

○ラグジュアリーパールトーニング （塗装色）

○フロントフォグランプ
○スライドドアイージークローザー
○バックドアイージークローザー
○コーナーセンサー  

○大型ステップカバー＆ランプ
○フロントシート
○アクセサリーコンセント(100V)

○寒冷地仕様 ○SRSｴｱﾊﾞｯｸ ○盗難防止ｼｽﾃﾑ(ｲﾓﾋﾞﾗｲｻﾞｰｼｽﾃﾑ) ○ｶﾗｰﾄﾞﾊﾞﾝﾊﾟｰ(ﾌﾛﾝﾄ&ﾘﾔ)

○VSC&TRC・EBD付ABS+ﾌﾞﾚｰｷｱｼｽﾄ・ﾋﾙｽﾀｰﾄｱｼｽﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ・緊急ﾌﾞﾚｰｷｼｸﾞﾅﾙ ○ｵﾌﾟﾃｨﾄﾛﾝﾒｰﾀｰ ○ｺﾝﾗｲﾄ

○ﾘﾔﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰｶﾞﾗｽ(ｽﾗｲﾄﾞ式) ○ﾒｯｷﾌﾛﾝﾄｸﾞﾘﾙ ○ﾒｯｷｱｳﾄｻｲﾄﾞﾄﾞｱﾊﾝﾄﾞﾙ ○ﾒｯｷﾊﾞｯｸﾄﾞｱｶﾞｰﾆｯｼｭ ○大型ｽﾃｯﾌﾟｶﾊﾞｰ&ﾗﾝﾌﾟ

○ﾒｯｷ電動格納式ﾄﾞｱﾐﾗｰ ○ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞ ○ﾜｲﾔﾚｽﾄﾞｱﾛｯｸ ○ｾﾝﾀｰｺﾝｿｰﾙ ○ﾍﾞﾛｰﾆｱﾌﾛｱｶｰﾍﾟｯﾄ

当社仕様の標準装備 メーカーオプション ※ 当社･ディーラー設定オプション

架装部オプション

○サイドオーニング3.0ｍ　（ＷａｌｋⅡ ＭＣ） １４５，０００円　 ○外部入力充電装置 ３６，０００円　 

○サイドオーニング3.5ｍ　（Ｗａｌｋ） １５３，０００円　 ○インバーター　1500Ｗ　擬似波 ７８，０００円 　

○リヤスピーカー　（MCは標準） ２０，０００円　 ○メイン⇔サブ切替リレー ９，０００円 　

○バックアイカメラ　（強制スイッチ付） ４０，０００円　 ○ポータブル冷蔵庫 ５４，０００円～

○ＦＦ燃焼ヒーター ２１３，０００円　 ○インバーター　1500Ｗ　サイン波 １２８，０００円　 

○MAXファンベンチレーター (MCは除く)　(*1) ６４，５００円　 ○バッテリー残量計 ２１，０００円 　

○テレビセット　吊り下げ式 １２０，０００円　 ○リヤ冷蔵庫横扉仕様　(ＷＡＬＫ・Ｔｙｐｅ-Ａのみ) １２８，０００円 　

○フリップダウン10”モニターセット １２０，０００円　 ○リヤ冷蔵庫上扉仕様　(Ｔｙｐｅ-Ｃを除く) １２８，０００円 　

○ソーラーパネル(155Ｗチャージコントローラ付)　(*2) １４５，０００円　 ○電動式乗降ステップ １９８，０００円 　

○薄型ソーラーパネル（154Ｗチャージコントローラ付） １８０，０００円　 ○手動式乗降ステップ ４７，０００円 　

○センターコンソールマット（コンソール取外し） １７，０００円 　 ○リヤ収納ボックス　（スライド式） ５１，０００円　 

○簡易２段ベット ９８，０００円　 ○リヤ冷蔵庫仕様用トップマット ９８，０００円 　

○左後部ルーフキャビネット ６４，０００円　 ○リヤ冷蔵庫仕様用スペースマット ３６，０００円　 

○補助マット ２０，０００円　 ○リヤパーテーションロッド ６，０００円　 

○フロントカウンター (ＷＡＬＫ・Ｔｙｐｅ-Ａのみ) ５５，０００円 　 ○A/C100Vコンセント追加  (D席後壁) ４，５００円　 

○シンク天板＆ユーティリティーボード ２４，０００円　 ○リヤ収納ボックス　（扉式） ４３，０００円　 

○セカンドシート肘掛 (ＷＡＬＫⅡ・Ｔｙｐｅ-Ａパイプ脱着式) １４，０００円 　 ○網　戸　（１枚） １１，０００円　 
（*1）　ホワイトリッドの価格です。スモークの場合は2000円(税別)プラスとなります。
（*2）　ＷａｌｋⅡシリーズにＭＡＸファンベンチレーターと併設の場合　仕様・価格が
変更となりますのでご相談ください。

○オプションシートファブリック ８０，０００円 　
（上記架装部オプションは新車装着時の取付を含む価格です。）

○サブバッテリー追加 ２４，０００円　 ○A/C100V&DC12V追加コンセント ９，０００円　 

○セカンドシート肘掛 (ＷＡＬＫ・Ｔｙｐｅ-Ａ) １４，０００円 　 ○Ｅ　Ｔ　Ｃ　（セットアップは別途） １５，０００円　 

６０，０００円

３４，０００円

車両部主要装備 ＷＡＬＫⅡ ＷＡＬＫ-ＭＣ ＷＡＬＫ

ベース車両
2.0G・2.8D/T

キャンパー特設車
ワゴンＧＬ特設車 2.7Ｇｷｬﾝﾊﾟｰﾍﾞｰｽ車

３４，０００円

× ２９，０００円 ×

５０，０００円

７４，０００円

× ２，０００円 ×

× ６４，０００円 ６４，０００円

× ３０，０００円 ３０，０００円

５，０００円

１０，０００円 ○ １０，０００円

※ ３０，０００円 ○ ○

× × ７０，０００円

※ １１０，０００円 ○ ※１１０，０００円

※ ９２，０００円 ○ ○

（ヘッドレスト分割式・シートスライド） Ｓ-ＧＬ用 ワゴンＧＬ Ｓ-ＧＬ用

フロント ３６，５００円　　リヤ ３６，５００円

○ ○ ○

（　上記オプションは新車注文時の取付を含む価格です。）

○ ○ ○


