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#inspiringadventures
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Sophisticated, elegant design and timeless performance.

Supersonic
洗練されたエレガントなデザインと、時代を超えたパフォーマンス。
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s u p e r s o n i c



Design 

Driven by design. All-new design, innovative, elegant and 
sophisticated, with attention paid to the smallest details. 

Supersonic. New Adria integrated 
motorhomes, the pinnacle of our offer,  
for the best in design, performance,  
innovation and experience. 

Inspired by the latest in yacht, home and 
automotive design, the new Supersonic is 
driven by design, for those with a passion for 
sophisticated refinement and capability.

Perfectly integrated on Mercedes-Benz, 
a synonym for luxurious, elegant design 
and precision engineering, the ultimate 
motorhome base vehicle. 

Our Goal
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細部にまでこだわった、斬新でエレガント、そして洗練された新しいデザイン。

Supersonic。
デザイン、性能、革新性、経験において最高のものを提供する、
当社の最高峰である新アドリア統合モーターホームのご紹介です。

ヨット、住宅、自動車の最新デザインからインスピレーションを受けた新型Supersonicは、
洗練された性能と情熱を持つ人々のためにデザインされました。

豪華でエレガントなデザインと精密なエンジニアリングの代名詞である
メルセデス・ベンツに完璧に統合された、究極のモーターホームです。



Powered by Mercedes-Benz. A motorhome designed to 
perform on the road and in everyday use, all year-round.

Performance
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s u p e r s o n i c

メルセデス・ベンツ搭載。
一年中、路上で、日常で、性能を発揮するように設計されたモーターホーム。
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Smart easy living. The latest in driver safety and motorhome 
easy living, with inspired new solutions throughout.

Innovation

スマートリビング。ドライバーの安全性とモーターホームの快適な居住性を追求し、
随所に新しいアイデアが盛り込まれています。
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Comfort and practicality. An outstanding, uncompromised 
driving and living experience.

Experience

s u p e r s o n i c

快適性と実用性。
妥協のない卓越した走りと暮らしの体験。
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Designed 
to Perform
Everything is meticulously designed, developed and 
tested to ensure your safety, comfort and enjoyment. 
Built to enjoy, built to last.

安全性、快適性、楽しさを確保するために、すべてが綿密に設計、開発、テストされています。
楽しむために造られ、長持ちするように造られています。
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s u p e r s o n i c



Wide habitation door (650 mm)  
with hidden hinges, two-way lock,  

privacy window and internal storage. 

Exterior wide-angle mirrors,  
electrically-operated and heated. 

Central Service Box for utility hook-ups in one place, accessible 
from outside and inside. Features power socket, TV antenna and 

storage. 

Fresh water tank, optimally positioned and large volume (150 l). 
Electronic fresh and grey water disposal system.

Optional awning with adapter.
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BODY CONSTRUCTION 
Adria Comprex body with GFK and aluminium for weight reduction. 
Construction ensures the benefits of the torsional strength of wood, the 
durability of polyester and moisture-stopping properties of polyurethane. 

CLIMATE CONTROL _ Built to Adria 
‘Thermo-build’  
standards, with optimized insulation materials, 
precisely  
engineered heating design and Adria’s Air 
Flow System. 

Semi-automatic climate control Tempmatik, as 
standard.
Alde compact 3030 heating system for perfect 
comfort and no cold spots. 

Factory-fit optional air-conditioning available.

Some features may not be available on all models. Please check www.adria-mobil.com for individual model specifications and technical details.  *Conditions apply see website for details.

ボディ構造
アドリア社独自のコンプレックスボディにGFKとアルミニウムを採用し、軽量化を実現。木材のねじれ強度、
ポリエステルの耐久性、ポリウレタンの防湿性などの利点を確保した構造です。

気候制御。アドリア社の「サーモビルド」規格に基づき、最適化された断熱材、
精密に設計された暖房設計、アドリア社のエアフローシステムを搭載しています。

セミオートマチック空調システムTempmatikを標準装備。
アルデ社のコンパクトな3030ヒーティングシステムは、
完璧な快適性とコールドスポットのない快適性を提供します。

工場出荷時にオプションでエアコンを装着可能です。

隠しヒンジ、2WAYロック、プライバシーウィンドウ、
内部収納付きの幅広のエントランスドア（650mm）。

ワイドアングルの電動格納式サイドミラー（ヒーター付き）。

ユーティリティを一ヶ所に集約し、車外からも車内からもア
クセス可能なセントラルサービスボックス。電源ソケット、

TVアンテナ、収納を装備。

最適な位置に配置された大容量の清水タンク（150L）。
電子式汚水・排水処理システム。

オプションのオーニング。（アダプター付）

一部の機能は、すべてのモデルで利用できない場合があります。個々のモデルの仕様や技術的な詳細については、www.adria-mobil.com をご確認ください。 *詳細はウェブサイトをご覧ください。

二重床。全体が平らな一重床。
床下には、ユーティリティ、断熱材、収納を一体化したスペースがあります。

DOUBLE FLOOR _ Single level floor throughout,  
with under-floor space, for integrated utilities, 
insulation and storage. 
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Striking new design, clean automotive lines and dynamic styling, blending the Adria 
signature look with the Mercedes-Benz base vehicle, with silver metallic exterior colour.

Wide habitation door (650 mm) with hidden hinges, two-way lock, privacy window and 
internal storage. 

EXTERIOR _ Inclined rear wall design with air-diffusor profile, 
rear-view camera and Hella LED multifunctional lights.

Discover 360 walkthroughs,
 layouts, specification technical data 

and our product configurator at
www.newsupersonic.com 

s u p e r s o n i c

専用フロントグリル、HELLAデイライトランニングライトとBi-LEDモジュール、一体型バンパー、LEDフォグランプ。
ワイドアングルの電動格納式サイドミラー（ヒーター付き）。

外装。傾斜したリヤウォールデザイン、エアディフューザープロファイル、リヤビューカメラ、
Hella LEDマルチファンクショナルライト。

印象的な新デザイン、クリーンな自動車ラインとダイナミックなスタイリング、
アドリアの特徴的な外観とメルセデス・ベンツのベース車両を融合、外装色はシルバーメタリックを採用。

隠しヒンジ、2WAYロック、プライバシーウィンドウ、内部収納付きの幅広のエントランスドア（650mm）。

Exclusive front grille, with HELLA daylight running lights and Bi-LED modules, 
integrated bumper and LED fog lights and static-cornering feature.

Exterior wide-angle mirrors, electrically-operated and heated. 
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Mercedes-Benz. 
Sate of the art precision engineered 
for timeless performance, safety and 
user-friendly features. 

AXLE Model GEARBOX Engine  2.0 110 KW/150 HP 2.0 125 KW/170 HP

2 axle

780 DC
Manual transmission 6G Sprinter 415 CDI Standard /

Automatic transmission 9G -TRONIC Sprinter 415 & 417 CDI Option Standard

780 SL
Manual transmission 6G Sprinter 415 CDI Standard /

Automatic transmission 9G -TRONIC Sprinter 415 & 417 CDI Option Standard

3 axle
890 LC Automatic transmission 9G -TRONIC Sprinter 417 CDI / Standard

890 LL Automatic transmission 9G -TRONIC Sprinter 417 CDI / Standard

For technical details and standard/options by layout see www.newsupersonic.com 

DISTANCE
2770

DISTANCE
3770 DISTANCE

3335

DISTANCE
4180

Supersonic (M-B) Sonic (Fiat)

Mercedes-Benz cabin design and driving experience, easy connectivity 
features and soft-touch black leather elements.

Mercedes-Benz safety features, including active brake assistance, active lane 
control and active distance assistance. 
Mercedes-Benz sensor system, uses short-range radar for additional safety.

Mercedes-Benz User Experience (MBUX) touchscreen with intelligent voice 
control and upgrade options for wireless charging and navigation.

DISTANCE
4017

DISTANCE
3290

メルセデス・ベンツ
時代を超えた性能、安全性、使いやすさを追求した、
最先端の精密エンジニアリング。

メルセデス・ベンツのキャビンデザインとドライビングエクスペリエンス、簡単なコネクティビティ機能、
ソフトタッチのブラックレザーエレメント。

メルセデス・ベンツ ユーザーエクスペリエンス（MBUX）タッチスクリーン、インテリジェントボイスコントロール、
ワイヤレス充電やナビゲーションなどのアップグレードオプション。

アクティブブレーキアシスト、アクティブレーンコントロール、アクティブディスタンスアシストなどの
メルセデス・ベンツの安全機能。メルセデス・ベンツセンサーシステム、近距離レーダーによる安全性向上。



CHASSIS _ AL-KO performance wide-track chassis with Electronic Stability 
Program (ESP). 

Double and triple-axle models, to support 4 inspired layouts. The lightweight 
chassis enables a higher payload. 

A 65 l fuel tank as standard, with optional 92 l tank for extra range; with separate 
AdBlue fill ing.
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Engine. 
The latest in engine design and 
performance from Mercedes-Benz, for 
effortless torque and driving pleasure. 

KEY FEATURES 780 DC 780 SL 890 LC 890 LL

Semi-automatic climate control TEMPMATIK Standard √ √ √ √

Mercedes-Benz Cruise Control Standard √ √ √ √

Steering wheel with multifunction buttons Standard √ √ √ √

Electrical parking brake Standard √ √ √ √

Driver and co-driver airbag Standard √ √ √ √

Cupholder driver and passenger seat Standard √ √ √ √

Full-LED headlights Standard √ √ √ √

Multifunctional LED rear lights Standard √ √ √ √

Cockpit seats, upholstered in living room textiles Standard √ √ √ √

Active Distance Assist DISTRONIC Option √ √ √ √

MBUX Multimedia system Option √ √ √ √

Digital rear view camera Option √ √ √ √

For technical details and standard/options by layout see www.newsupersonic.com

Euro 6 2.0 l 150 HP and 170 HP diesel engines, with maximum power and torque.

Modern 9G-Tronic (automatic) transmission and driver-assistance systems for 
performance, safety, handling and comfort or manual 6G transmission.
See engine and gearbox in the table below.

s u p e r s o n i c

エンジン
メルセデス・ベンツ最新のエンジンと性能は、
力強いトルクと運転する歓びを実現します。

Euro6 2.0l 150HPおよび170HPディーゼルエンジン、最大限のパワーとトルクを発揮します。
パフォーマンス、安全性、ハンドリング、快適性を追求した最新の9G-Tronic（オートマチック）トランスミッションとドライバーアシスタ
ンスシステム、またはマニュアル6Gトランスミッションを搭載しています。

シャシー。ESP（エレクトロニック・スタビリティ・プログラム）を搭載したAL-KOパフォーマンス・ワイドトラック・シャシー。

後輪1軸車と2軸車を組み合わせることで4つのレイアウトを実現。 軽量シャシーと組み合わせることより高い積載量も確保しました。

65Lの燃料タンクを標準装備。オプションで92Lの燃料タンク(日本標準設定）を用意し、AdBlueを別途注入可能。



Driven by a vision of uncompromised comfort with 
contemporary living spaces, for luxurious easy-living 
comfort and practicality.

Designed for living

ELEVATE YOUR SENSES _ Elegant interiors, designed around the 
way you choose to l ive, for a feel ing of incredible well-being.
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妥協のない快適さを追求し、現代的な居住空間を実現することで、贅沢な暮らしと実用性を追求しています。

居住性を追求したデザイン

感性を磨く。
エレガントなインテリアは、あなたのライフスタイルに合わせてデザインされ、素晴らしい幸福感をもたらします。



All-new l iving spaces, creating space for social isingand for privacy, with the features you need.
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s u p e r s o n i c

新しい居住空間は、交流の場とプライバシーの場を提供し、必要な機能を備えています。



Contemporary open-plan lounge with low 
separation wall and L-design or  
Face-to-face (double sofa) dinette, with 
seating in new sewing style. 

LOUNGE

SEATS BY AGUTI _ Uncompromised comfort with 
adjustable features and optional air-cushioning. Aguti GIS 
Liner as standard, Liner 3 optional.
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ラウンジ
現代的なオープンプランのラウンジは、低い隔壁とLデザイン
または対面式（ダブルソファ）のダイネットで、座席は新しい縫製スタイルです。

アグチ社製シート。
調整可能な機能とオプションのエアクッションで、妥協のない快適性を実現。
アグチGISライナーを標準装備。ライナー3はオプション。



_ Dinette features exclusive retractable seatbelt 
support for more safety and comfort, can be 
stowed away when not moving. 

_ Extendable and rotatable table for f lexibi l i ty, 
with a choice of White or Grey table top. Use 
as a coffee table or dining table, with unique 
extension system (on selected layouts).

_ Innovative l ighting, with four pre-set ambiances 
and easy control system.

_ Mult imedia wall with TV holder (up-to 32’’), 
USB port and phone-charger plate and power 
sockets. Powerful sound system with 4 speakers 
and Bluetooth® connectivity. 
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s u p e r s o n i c
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Innovative l ighting, with four pre-set ambiances 
and easy control system.

Mult imedia wall with TV holder (up-to 32’’), 
USB port and phone-charger plate and power 
sockets. Powerful sound system with 4 speakers 
and Bluetooth® connectivity. 

Dinette features exclusive retractable seatbelt support 
for more safety and comfort, can be stowed away when 
not moving. 

Extendable and rotatable table for f lexibi l i ty with Grey 
table top. Use as a coffee table or dining table, with 
unique extension system (on selected layouts).

s u p e r s o n i c

ダイネットは、安全性と快適性を高めるために、独自の格納式シートベルトサポートを採用。
伸縮・回転可能なグレーのテーブルトップで、フレキシブルに対応します。
コーヒーテーブルやダイニングテーブルとして使用できます。

4つの間接照明をプリセットし、簡単にコントロールできる革新的な照明。
マルチメディアウォールには、テレビホルダー（最大32インチ）、USBポート、
携帯電話充電プレート、電源ソケットが装備されています。4つのスピーカーと
Bluetooth®接続が可能なパワフルなサウンドシステム。
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Innovative home-style kitchen, 
with more space and the best appliances.

KITCHEN

Integrated stove top and sink, with flexi-tap and more workspace. Choice of solid 
HPL or Kerrock slim worktop. Large soft-closing drawers and central-locking 
mechanism. 177 l TEC Tower absorption fridge-freezer as standard (or 142 l fridge 
/ 35 l freezer) with double-hinge opening and soft-touch controls.

Integrated gas oven with grill.
Nespresso® coffee machine (option). 

キッチン
より広いスペースと最高の設備を備えた、革新的な家庭用キッチン。

コンロトップとシンクが一体化し、フレキシタップが付き、作業スペースが広くなりました。
ワークトップはHPLまたはKerrockのスリムタイプから選択可能。大型ソフトクロージングの引出しとセンターロック機能。
177L TECタワー吸収式冷凍冷蔵庫を標準装備（または142L冷蔵庫/35L冷凍庫）、
ダブルヒンジオープンとソフトタッチコントロール付き。

グリル付きガスオーブン。
ネスプレッソ®コーヒーメーカー（オプション）。
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CONTROL

Adria digital control panel  
for easy control of l ighting and key uti l i t ies. 

Smart l ighting with spot, LED and ambient l ights in al l  l iv ing spaces.

Innovative storage with large capacity wardrobes, 
cupboards  
and drawers. 
Large garage with 123 cm height (layout 
dependent) with LED lights,  
sockets and outdoor shower.
Clever co-driver storage cupboard. 
Extra storage in double floor.

STORAGE

LIGHTING

CONTROLLABLE AMBIANCE THROUGHOUT
with smart control LEDs,spot l ights and ambient l ights.

Smart l ighting with spot, LED and ambient l ights in al l  l iv ing spaces.

s u p e r s o n i c

ストレージ
大容量のワードローブ、食器棚、引き出しを備えた画期的な収納。
高さ123cmの大型収納庫（レイアウトにより異なります）、LED照明、
ソケット、屋外シャワーを装備。
助手席用収納棚。ダブルフロアーにも収納を確保。

照明
雰囲気のコントロール。

LED照明、スポットライト、間接照明のスマートな制御により、全体的にコントロール可能な明るさを実現。
すべてのリビングスペースにスポットライト、LEDライト、間接照明を備えたスマートライティングを採用。

コントロール
アドリア・デジタル・コントロール・パネルは、 照明や主要なユーティリティを簡単に制御することができます。

すべてのリビングスペースにスポットライト、LEDライト、アンビエントライトを備えたスマート照明。
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Master suite with king-size central bed or longitudinal 
beds with electrical adjustment, slatted frames and 
Luxe mattresses. 

BEDROOM

Elegant wall l inings and headboard in texti le or 
leather. 

Wardrobes with i l luminated profi les; underbed 
storage and overhead cupboards.

LOFT BED 
Strong, light construction front loft-bed 
(1.900 x 1.500 mm) with ventilation and hidden, smooth electrical 
mechanism. Kaltshaum mattress and two spot lights. 

ベッドルーム
センターベッドまたは電動リクライニングベッド、
スラットフレームにリュクスマットレスを備えたマスタースイートルームです。

電動フロントリフトダウンベッド。
丈夫で軽い構造の電動フロントリフトダウンベッド（1,900×1,500mm）には換気口があり、
スムーズな電動機構が隠されています。カルトシュームマットレス、スポットライト2灯。

エレガントなウォールライニングとヘッドボードは、テキスタイルまたは人工皮革製。
照明付きワードローブとベッド下収納、そして頭上収納。
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s u p e r s o n i c

anti-static antibacterial100% natural anti-odornon- toxic

100%ナチュラル 無  害 抗  菌 防  臭静電気防止

SILVER PROTECTION

air knitted fabric washable 40° drying on air 
(not in machine)

zipper

エアーニット生地 ジッパー 洗濯温度
40℃まで ドライ乾燥

FABRIC



26_Supersonic



_27Supersonic

Personalize your choice of premium quality counter top 
(Solid HPL or Kerrock). 

Separate shower room with Alde shower tower, wall heating, towel bar 
and hangers. 

Large luxurious spa bathroom with quality fittings, 
illumination and storage. 

SPA BATHROOM

s u p e r s o n i c

スパバスルーム
大型のスパバスルームには、上質な建具、照明、収納が備えられています。

プレミアム品質のカウンタートップ（Solid HPLまたはKerrock）をお好みでお選びいただけます。
独立したシャワールームには、Alde社のシャワータワー、壁掛けヒーター、タオルバー、ハンガーが設置されています。

Discover 360 walkthroughs,
 layouts, specification technical data 

and our product configurator at
www.newsupersonic.com 
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Inspired layouts 

The science of layouts and construction, with everything 
in the right place, is learned over decades and Adria 
brings this experience, to each Supersonic layout.

780 DC 

780 SL 

890 LC 

890 LL

s u p e r s o n i c

優れたレイアウト

わずか1センチの違いにこだわり、あらゆる装備があるべき場所に配置されています。
Supersonicは科学的根拠をもとに設計され、何十年もの経験を詰め込んでデザインされ直しました。



Ideal layout for a couple, with large private bedroom, large lounge with double face-to-face sofas 
and front loft-bed. 4 homologated seats and 4 sleeping berths.

780 DC
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広いプライベートベッドルーム、ダブル対面ソファのある広いラウンジ、電動リフトダウンベッドを備えた、カップルに理想的なレイアウトです。乗車定員4人、就寝定員4人。



KEY FEATURES Standard 
Equipment

対面式の広いラウンジ √

中央のベッドとナイトスタンドを備えたマスタースイートベッドルーム √

ベッド下収納とサイドワードローブ √

大型キッチン（1,100×750×650 mm） √

177L TECタワー型冷凍冷蔵庫 √

電動リフトダウンベッド（1,900×1,500 mm） √

セパレートシャワールーム √

給水タンク150L、排水タンク150L √

Nr. of homologated seats: 4 Nr. of sleeping posit ions: 4

Chassis Mercedes Benz 415 CDI (417 CDI)

Wheel base (mm) 4,300

Engine  2.0 150 HP (170 HP optional)

Weight (kg)  4,500

Dimensions (mm) Body length: 7,830  Total width: 2,305  Total height: 2,950

KEY TECHNICAL DATA
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s u p e r s o n i c
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KEY FEATURES Standard 
Equipment

可動式ソファとレッグサポートを備えたダイネット √

ロングベッドを備えたマスタースイートベッドルーム √

ベッド下収納 √

大型キッチン（1,100×750×650 mm） √

177L TECタワー型冷凍冷蔵庫 √

電動リフトダウンベッド （1,900×1,500 mm） √

セパレートシャワールーム √

給水タンク150L、排水タンク150L √

780 SL Ideal layout for a couple, with large private bedroom, large L-shaped lounge with movable 
sofa and front loft-bed. 4 homologated seats and 4+1 sleeping berths.

780 SL

広いプライベートベッドルーム、可動式ソファを備えた広いL字型ラウンジ、電動リフトダウンベッドを備えた、カップルに理想的なレイアウトです。乗車定員4人、就寝定員4+1人。
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Nr. of homologated seats: 4 Nr. of sleeping positions: 4+1

Chassis Mercedes Benz 415 CDI (417 CDI)

Wheel base (mm) 4,300

Engine  2.0 150 HP (170 HP optional)

Weight (kg)  4,500

Dimensions (mm)  Body length: 7,830  Total width: 2,305  Total height: 2,950

KEY TECHNICAL DATA
s u p e r s o n i c
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Longer vehicle, ideal layout for a couple or a family, with larger lounge and extra storage. 
Large private bedroom and front loft bed. 4 homologated seats and 4 sleeping berths. 
Only available with Mercedes-Benz 417 CDi 2,0 l 170 HP engine as standard.

890 LC

長めの車両で、カップルやファミリーに最適なレイアウト、広めのラウンジや収納も充実しています。広いプライベートベッドルームと電動リフトダウンベッド。
4人乗車で、就寝定員は4人。メルセデス・ベンツ 417 CDi 2,0l 170Hp エンジンを標準装備したモデルのみ。
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KEY FEATURES Standard 
Equipment

大型ラウンジ（1,600×1,000mm）。6席。 √

中央のベッドとナイトスタンドを備えた
マスタースイートベッドルーム √

ベッド下収納とサイドワードローブを装備 √

大型キッチン （1,250×750×650 mm） √

177L TECタワー型冷凍冷蔵庫 √

電動リフトダウンベッド（1,900×1,500 mm） √

大きなスパバスルーム √

セパレートシャワールーム √

給水タンク150L、排水タンク150L √

Nr. of homologated seats: 4 Nr. of sleeping positions: 4

Chassis Mercedes Benz 417 CDI

Wheel base (mm) 4,800

Engine  2.0 170 HP

Weight (kg)  5,500

Dimensions (mm)  Body length: 8,900  Total width: 2,305  Total height: 2,950

KEY TECHNICAL DATA
s u p e r s o n i c
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KEY FEATURES Standard 
Equipment

大型ラウンジ（1,600×1,000mm）。6席。 √

ロングベッドを備えたマスタースイートベッドルーム √

ベッド下収納 √

大型キッチン （1,250×750×650 mm） √

177L TECタワー型冷凍冷蔵庫 √

電動リフトダウンベッド （1,900×1,500 mm） √

セパレートシャワールーム √

給水タンク150L、排水タンク150L √

Longer vehicle, ideal layout for a couple or a family, with larger lounge and bathroom and extra 
storage. Large private bedroom and front loft bed. 4 homologated seats and 4+1 sleeping berths. 
Only available with Mercedes-Benz 417 CDi 2,0 l  170 HP engine as standard.

890 LL

長めの車両で、カップルやファミリーに最適なレイアウト、広めのラウンジやバスルーム、収納も充実しています。広いプライベートベッドルームとフロント電動リフトダウンベッド。
4人乗車で、就寝定員4+1人です。メルセデス・ベンツ 417 CDi 2,0l 170Hp エンジン搭載車のみ標準装備。
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Nr. of homologated seats: 4 Nr. of sleeping positions: 4+1

Chassis Mercedes Benz 417 CDI

Wheel base (mm) 4,800

Engine  2.0 170 HP

Weight (kg)  5,500

Dimensions (mm)  
Body length: 8,900  Total width: 2,305  Total height: 2,950

KEY TECHNICAL DATA
s u p e r s o n i c
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LEATHER HARRY 

TEXTILE LLOYD LEATHER CARTER LEATHER EDWARD 

LEATHER MATHISSE VEGAN LEATHER SVERRE

PIASENTINA HPL   

KITCHEN & BATHROOM COUNTER TOPS WALL LINING

OPTION
with all Leather and 
textile combination

STANDARD 
with Harry, Mathisse

VISIT 
www.newsupersonic.com for more information.

Personalization

SOFT FURNISHINGS _ Choose from a selection of leather  
and textiles and your cushion sets. 

Personalize your Supersonic with a choice kitchen and bathroom 
counter tops, soft furnishings, cushion sets and factory-fit options. 

Available to order, the fol lowing l i festyle options:

• AWNING.

• AIR-CONDITIONING. 

• SOLAR PANELS.

• BICYCLE RACK.

• TOWING HOOK.

Factory-fit Options

WHEELS _ Selection of alloy wheel sets especially 
designed for the Mercedes-Benz Sprinter, in black 
polished matt or glossy Mistral anthracite.

PREMIUM KERROCK   STANDARD 
with Lloyd, Carter, 
Edward, Sverre

キッチンやバスルームのカウンタートップ、ソフトファニッシング、クッションセットなどのオプションで、
Supersonicをパーソナライズすることができます。

以下のオプションが用意されています。

メルセデス・ベンツ・スプリンター用に特別にデザインされたアルミホイー
ルセットのセレクション。ブラックポリッシュマットまたはグロッシーミストラ
ルアンスラサイト。

● オーニング

● エアコン

● ソーラーパネル

● サイクルキャリア

● トーイングフック






