


・ボンネット ・ヘッドライト
・ライト枠 ・フロントグリル
・コーナーランプ ・エンブレム

※黒色のバンパーはオプションです。

上記2種類4カラーからお選びいただけます。
各種ホワイトレタータイヤが選択可能です。

カスタム総額 約 万円分

後部座席も同デザインとなります。

ヴィンテージレザー調×木目調家具

ベッド、シートカバーをスタンダードな
ブラックに変更の場合には

パッケージ価格よりマイナス4万円。

艶消しウォルナット調

電球色のLEDルームランプ



※1 前後バンパー、ステップはホワイトです。
※2 前後バンパー、ステップ、リアバンパーフィラー、スライドドアレールエンドキャップはホワイトです。 ボディー色塗装は別途 ￥33,000
※3 パノラミックビューモニターを選択した場合は選択できません。
※特別注文色は発注できない事がございます為、予めご確認下さい。

ハイエースメーカーオプション 価格
・ 特別注文色:ライトイエロー ※1 ¥28,875
・ 特別注文色:ヴァージニアイエロー ※2 ¥100,100
・ 特別注文色:レッド ※2 ¥100,100
・ パノラミックビューモニター ※別途ナビやモニター等が必要となります。 ¥37,400
・ バックモニター内蔵自動防眩インナーミラー  ※3 ¥37,400
・ デジタルインナーミラー（カメラ洗浄機能付き） ¥55,000
・ デジタルインナーミラー（カメラ洗浄機能付き） ＆ バックモニター内蔵自動防眩インナーミラー ※3 ¥81,400
・ デュアルパワースライドドア ¥96,800
・ SRS助手席エアバッグ ¥16,500
・ 寒冷地仕様車（標準ボディー・ガソリン車）＆ヒーター付きドアミラー ¥26,400
・ 寒冷地仕様車（ワイドボディー・ガソリン車）＆ヒーター付きドアミラー ¥24,200
・ 寒冷地仕様車（ワイド、標準ボディー・ディーゼル車）＆ヒーター付きドアミラー ¥33,000
・ 寒冷地仕様車リアフォグランプ ¥11,000

※トヨタセーフティーセンスは非装着車両での製作となります。
※カスタム費用合計にはTSSレスの▲77,000も含まれています。
※ 2021年8月一部改良後。

スマートキー＆プッシュスターター、ステアリングオーディオスイッチ、アクセサリーコンセント100V標準装備車両の価格です。

万円もお得なパッケージとなっています!

車両DATA ハイエースバン S-GL 標準ボディー・FD-classic

カスタム費用合計

約￥1,301,800

約￥1,301,800

ベース車 車両本体価格

¥3,106,100

¥3,995,100

駆動・型式

2WDガソリン・TRH200V

4WDディーゼル・GDH206V

ボディーカラー 純正各色 グレード S-GL 標準ボディー

FD-classic コンプリート価格

¥3,673,000

¥4,553,000
2WDディーゼル・GDH201V ¥3,685,100 約￥1,301,800 ¥4,253,000



① ④ ① ①

③ ⑫ ⑤⑦ ④ ⑩

FD-classicコンプリートパッケージ エクステリアオプション 価格 工賃
① 標準ーボディー:フロントバンパー、ステップ、リアバンパー純正未塗装品に交換 ¥51,370 ¥16,500
① フロントバンパー、ステップ、リアバンパー、艶消しブラック塗装 ¥60,500
① フロントバンパー、ステップ、リアバンパー、LINE-X施工 ¥176,500
・ ヴァージニアイエロー、レッドのリアバンパーフィラー、スライドドアレールエンドキャップのボディー色塗装 ¥33,000
② ヘッドライトベゼルサイド ボディー同色塗装 ¥22,000
③ ドアミラー艶消しブラック塗装 ¥27,500
③ ドアミラー艶消しブラックカバー ¥11,000
④ 艶消しブラックカバーセット（アウタードアハンドル、リアゲートガーニッシュ） ¥33,000
⑤ 標準ボディー:RHINO RACK:プラットフォームルーフラック 2,728×1,465mm ※車両契約時のご注文で工賃サービス! ¥217,800 ¥22,000
⑥ RHINO RACK:サンシーカー サイドオーニング  ¥47,190 ¥11,000
⑦ 標準ボディー:ARB:アルミメッシュフロアールーフラック2,200×1,250mm ※車両契約時のご注文で工賃サービス! ¥180,730 ¥22,000
⑦ 標準ボディー:ARB:スチールルーフラック2,200×1,250mm ※車両契約時のご注文で工賃サービス! ¥116,600 ¥22,000
⑧ ARB:サイドオーニング2,500×2,500mm ¥51,260 ¥11,000
・ サイドオーニング用取付ブラケット:ARBルーフラック用 ¥8,030
⑨ RHINO RACK:VORTEX BARセット 2本 ¥62,260 ¥6,600
⑩ flexdream:オリジナルリアラダー・標準ボディー用 ¥38,500 ¥11,000
⑪ flexdream:バンパープロテクター ¥93,500 ¥22,000
⑫ JAOS:フェンダーガーニッシュ type-X マットブラック ¥85,800 ¥22,000
⑬ IPF:デュアルカラーLEDフォグランプバルブ ¥27,280 ¥5,500
⑭ ローダウンセット（玄武フロントバンプストップ、リアバンプストップ付）1、1.5、2インチから選択 ¥27,500 ¥22,000
⑮ flexdream×KEEPSLANT コンフォートリーフスプリング ご成約時パッケージ価格 ¥121,000

※価格は2021.11.10時点の価格です。
※価格は予告なく変更となる場合がございます。特に輸入パーツは為替変動による影響もありますので詳しくは店舗スタッフまでご確認ください。

⑬ ⑭ ⑮⑨ ⑪

⑦
※スチール製はメッシュ
フロアではありません。

⑧② ⑥⑤



③ ⑤ ④

② ① ③

FD-classicコンプリートパッケージ インテリアオプション 価格 工賃
① ウッドサイドバー ※FD-classicパッケージ標準設定のXrideサイドバーは取り外しとなります。 ¥23,320
② マルチバー ※ショックロープ、U字金具付き。カラビナ2個が付属します。 ¥13,200
③ リアサイドパネル ※左右の設定があります。片側の価格です。 ¥26,180
④ リアサイドテーブル ※サイドパネル用テーブル。左右の設定があります。片側の価格です。 ¥18,920
⑤ センターテーブル ※flexdreamベッドキット用テーブル。 ¥40,920
⑥ セカンドキャビネット ※天板中央にミニガベージカン用ホール有も可。 ¥51,700
⑦ ペンドルトンシートカバーに変更 ※セカンドシートのカバーにはペンドルトン生地は非装着です。 ¥33,000
⑧ 標準ボディー:flexdream:3Dラバーフロアマット前後セット ¥23,760
⑨ flexdream:センターコンソール用ウッド調ミニテーブル前後セット ¥29,800
⑩ ペンドルトングッズセット（車検証入れ、ティッシュケース、シートベルトパッド、キーホルダー） ¥22,000
・ ▲シートカバー、ベッドキットをスタンダード仕様のブラックに変更の場合。 ▲￥40,000
・ ナビセット（取付、メーカーオプションのバックカメラ連動配線加工込み） ご成約時パッケージ価格 ¥110,000
・ ナビスタンダードPKG（ナビセット ＆ 国内メーカーフリップダウンモニターセット） ご成約時パッケージ価格 ¥165,000
・ メーカーオプションパノラミックビューモニター連動 ¥11,000

※価格は2021.11.10時点の価格です。
※価格は予告なく変更となる場合がございます。

① ② ③ ⑤
クォーターガラス部に取付する
有孔ボード。
Xrideサイドバーでも取付可。
※左右の設定があります。
設定:S-GL

無垢材サイドバー左右セット。
アイボルト片側各2個付属。
設定:S-GL

アシストグリップやサイドバー
に取付するマルチバー。
無垢材。ショックロープ、
U字金具2か所付き。
カラビナ2個付属します。
設定:S-GL

④
サイドパネル用テーブル。
ドリンクホルダー1か所あり。
※左右の設定があります。
※リアサイドパネル必須

flexdreamベッド用テーブル。
ベッドマットの代わりに置いて
使用可能なテーブル。
不使用時にはセカンドシートの
背面に吊り下げ可能。
※DXは吊り下げ不可。

⑩⑨
黒木目、艶消し茶木目から
お選びいただけます。
設定:S-GL

⑧⑦
後部座席はヴィンテージレザー
調となります。
設定:S-GL

⑥
2列目前に設置するウッド製の
セカンドキャビネット。
天板にはベッド生地と同じ
ヴィンテージレザー調。
設定:S-GL



その他おススメオプション

flexdream × CRAFTPLUS
flexdream×クラフトプラスのコラボアイテム。
クラフトプラス人気アイテムのflexdreamオリジナルカラーラインアップ。ヴィンテージレザー調×コーデュロイのFD-camp Type1と、
ヴィンテージレザー調のFD-camp Type2の2カラー。センターコンソールはステージ1、2の2デザイン×2カラー。

VAN LIFE SUPPLY by FREAK’S STORE

フリークスストアがアウトドア指向の新たなライフバリューを提案するブランド「VAN LIFE SUPPLY」。
VAN LIFE SUPPLYアイテムをflexdreamにて車両ご成約時の限定特別パッケージをご案内。
※各商品カラー、詳細はVAN LIFE SUPPLY ブランドページにてご確認ください。

※価格は2021.11.10時点の価格です。
※価格は予告なく変更となる場合がございます。

アルミコンテナ
M、S を各1個

M 価格:￥27,500
S 価格:￥22,000

ハングイットパックツー
グリーン、ベージュ各1本入り
価格:￥3,080

サンバイザー用小物入れ1個
価格:￥3,960

サンシェード
価格:￥1,650

TPホルダー＆OD缶カバー
価格:￥1,980

ボックスティッシュケース
価格:￥2,750

キッチンペーパーホルダー
価格:￥3,520

or or

コーデュラシートカバー フロント2席 ＆ リア
フロント 価格:￥4,400 × 2個
リア 価格:￥6,490 × 1個

＋
VAN LIFE SUPPLY パッケージ2
9点セットをflexdreamハイエースご成約特典価格:

＋
ネックレストピロー
価格:￥5,280 × 2個

左:シートバックオーガナイザー もしくは、
右:ハンギングオーガナイザー から2個。
価格:￥4,400 × 2個

＋

VAN LIFE SUPPLY パッケージ1
9点セットをflexdreamハイエースご成約特典価格:

純正エアフィルタ（ネット）と
交換する防塵性に優れたフィルター
価格:￥2,750

オーバル形状チタン調の
オリジナルマフラーカッター。
価格:￥14,300

ドリンクホルダー4か所付き。
木目調とブラックの2色。
価格:￥57,200
設定:S-GL

FD-classic標準装備のサイド
バーに取付するアイテム。
着脱し易いノブボルト付きの
オリジナル仕様。
2本セット価格:￥7,700

価格:￥99,000

FD-camp Type1

FD-camp Type2

St1.FD-camp Type1
価格￥99,000

St1.FD-camp Type2
価格￥102,300

St2.FD-camp Type1
価格￥107,800

St2.FD-camp Type2
価格￥112,200設定:S-GL設定:S-GL



ヴィンテージレザー調×木目調家具艶消しウォルナット調

※トヨタセーフティーセンスは非装着車両での製作となります。カスタム費用にはTSSレス費用、メーカーオプションのリアヒーターが含まれています。
※ 2021年8月一部改良後の価格です。

万円もお得なパッケージとなっています!

¥3,137,000

¥3,937,000
2WDディーゼル・GDH201V ¥3,048,000 約￥1,283,100 ¥3,637,000

車両DATA ハイエースバン DX 標準ボディー・FD-classic

カスタム費用合計

約￥1,283,100

約￥1,283,100

ベース車 車両本体価格

¥2,474,000

¥3,359,000

駆動・型式

2WDガソリン・TRH200V

4WDディーゼル・GDH206V

ボディーカラー 純正各色 グレード DX 標準ボディー 3（6）人

FD-classic コンプリート価格

※1 前後バンパー、ステップ、リアバンパーフィラー、スライドドアレールエンドキャップはホワイトです。 ボディー色塗装は別途 ￥33,000
※2 パノラミックビューモニターを選択した場合は選択できません。 ※特別注文色は発注できない事がございます為、予めご確認下さい。

ハイエースメーカーオプション 価格
・ 特別注文色:ヴァージニアイエロー ※1 ¥100,100
・ 特別注文色:消防レッド ※1 ¥100,100
・ パノラミックビューモニター（AT車のみ） ※別途ナビやモニター等が必要となります。 ¥37,400
・ バックモニター内蔵自動防眩インナーミラー  ※2 ¥37,400
・ デジタルインナーミラー（カメラ洗浄機能付き） ¥55,000
・ デジタルインナーミラー（カメラ洗浄機能付き） ＆ バックモニター内蔵自動防眩インナーミラー ※2 ¥81,400
・ アクセサリーコンセント ¥9,900
・ SRS助手席エアバッグ ¥16,500
・ 寒冷地仕様車（標準ボディー・ガソリン車）+ヒーター付き電動格納ドアミラー ¥48,400
・ 寒冷地仕様車（標準ボディー・ディーゼル車）+ヒーター付き電動格納ドアミラー ¥55,000
・ 寒冷地仕様車リアフォグランプ ¥11,000
・ 電動格納式ドアミラー ¥22,000
・ プライバシーガラス（バックドア、スライドドア、クォーターの計5面） ¥16,500
・ リアクーラー ¥60,500
・ リアヒーター ※flexdreamベッドキット取付の為、必須オプションとなります。 -

2種類4カラーからお選びいただけます。
各種ホワイトレタータイヤが選択可能です。



●掲載写真の色調などは印刷物の為、実際とは多少異なる事ご理解ください。
●掲載商品の価格や仕様の変更、販売終了など予告なく行う場合がございます事ご理解ください。
●掲載価格には消費税10％が含まれています。
●本カタログ記載内容の、無断転用、転載、複製等の行為を固く禁じます。
●flexdream、FD-BOX、FD-camp、FD-classicは（株）フレックス・ドリームの登録商標です。

商品に関わるお問い合わせはお気軽にお電話ください。
2021年11月11日現在

flexdreamハイエース小牧店
〒458-0071
愛知県小牧市弥生町18-1
TEL:0568-76-0977
FAX:0568-76-0966
E-mail:komaki2@flexdream.jp

flexdreamハイエース高崎店
〒370-0851
群馬県高崎市上中居町377-5
TEL: 027-387-0819
FAX: 027-387-0820
E-mail:takasaki＠flexdream.jp

flexdreamハイエース湘南厚木店
〒243-0023
神奈川県厚木市戸田1280-1
TEL:046-258-6480
FAX:046-258-6481
E-mail:shonan2@flexdream.jp

flexdreamハイエース仙台東店
〒984-0002
宮城県仙台市若林区卸町東4-1-1
TEL: 022-287-0788
FAX: 022-287-0780
E-mail:sendai2@flexdream.jp

flexdreamハイエース三郷店
〒341-0018
埼玉県三郷市早稲田4-10-4
TEL: 048-954-9588
FAX: 048-954-9688
E-mail:misato＠flexdream.jp


