DISCOVER MORE IN THE NEW EDITION OF INSPIRATIONS MAGAZINE, ONLINE AT WWW.ADRIA-MOBIL.COM
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Watch the factory movie at: www.adria-mobil.com|movies

Why choose Adria?

なぜアドリアを選ぶのか

The reasons for choosing Adria have never been so compelling. It is the combination of inspiring designs, elegant style
and superior quality, which continues to grow the Adria family of owners.

Adria motorhomes regularly win independent awards for design,
innovation, quality and value for money. See website for details.

アドリアを選ぶ理由に、
これほどまでに説得力のあるものはありませんでした。
感動的なデザイン、
エレガントなスタイル、優れた品質の組み合わせがアドリア人気の理由です。

アドリアのモーターホームは、デザイン、革新性、品質、価格に対する価値
が評価され、常に賞を受賞しています。詳細はウェブサイトをご覧ください。

PASSION

WORLD-CLASS MANUFACTURING

PEACE OF MIND

SUSTAINABILITY

Adria Mobil has been designing and manufacturing
recreational vehicles since 1965, that’s fifty-five years
of experience, passionately applied to every vehicle.

The most advanced production facilities in the industry, ISO 9001 & EFQM 5
star certified for business excellence and quality management standards.

情熱

業界最先端の生産設備を有し、ビジネスの卓越性と品質管理基準においてISO 9001＆EFQM 5つ
星の認定を取得しています。

Adria motorhomes come with a
class-leading warranty and are supported
by over 500 Adria dealers across Europe
and beyond, backed up by a world-class
parts supply and aftersales service.

We are committed to environmental
sustainability and complying with
environmental standards.
Our environmental management system is
certified to ISO 14001.
We are also committed to sustainable
development and the prevention and
reduction of environmental impacts.

アドリアモービルは1965年以来、アドリアブランドのレクリエーション
カーを設計・製造してきました。

世界トップレベルの製造

PREMIUM QUALITY

We aim to inspire your adventures, with motorhomes
designed for living and designed to perform.

Adria motorhomes have a reputation for quality, reliability and durability,
using proven automotive manufacturing techniques. We make most of
our own furniture and quality control the entire manufacturing and testing
process.

インスピレーションを得たデザイン

プレミアム品質

INSPIRED DESIGN

アドリアは、居住性を追求した設計のモーターホームを
目指しています。

安心のアフターサービス

アドリア製品は業界最高の品質保証付です。ヨーロッ
パ全土に、500社以上の専門ディーラーで構成される
アドリア・ディーラーネットワークがあります。

持続性

アドリア社は、環境基準を遵守していおり、当社の環境マ
ネジメントシステムは ISO14001の認証を取得しています。
また、環境への影響の予防と削減にも取り組んでいます。

アドリア車両は、実績のある自動車製造技術を用いて、品質、信頼性、耐久性に高い評価を得ています。
家具のほとんどを自社で製造し、
品質管理の全工程を自社でしています。
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Highlights
Choose from the luxury experience Astella, the all-seasons Alpina,
the light and bright Altea, the stylish Aviva and now,
the new generation Adora.
ラグジュアリーな体験ができるASTELLA、オールシーズン対応のALPINA、
軽快で明るいALTEA、スタイリッシュなAVIVA、そして新世代のADORAからお選びいただけます。

ADORA
Meet tHe neW Generation

Designed around you.
Adora, our best-selling caravan, just got even better.
Everything is new and designed around you.
ベストセラーキャラバンのADORAがさらに進化しました。すべてが新しく、あなたを中心にデザインされています。
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INSPIRED DESIGN

SIGNATURE FEATURES

Our designers took inspiration from the
Astella to bring a new design for new
generation Adora.

Our designers took the best
of Adora’s signature features
and improved them.

革新的なデザイン

アドリアならではの特色

アドリアは、
ASTELLAからインスピレーションを得て、
新世代のADORAの新しいデザインを生み出しました。

アドリアは、ADORAの特性を最大限に活用し、
改良を加えました。

adria

INSPIRED SOLUTIONS

HOME-STYLE FEELING

Innovative new solutions
for inspired living.

A feeling of home with elegant interiors and
a special home-style ambiance.

革新的なソリューション

ホームスタイルフィーリング

ひらめきのある生活のための
革新的な新しいソリューション。

優雅なインテリアと特別な家庭的な雰囲気の中で、
自宅にいるような気分を味わえます。

2021 caravans

Highlights

CONTEMPORARY LIVING SPACES

Inspired living spaces designed around the way you want to live.
暮らしやすさを重視してデザインされた居住空間。

ADORA LAYOUTS

Available in a choice of layouts.
レイアウトの選択が可能です。

NEW ADORA 613 PK

Adora 613 PK our new layout for families,
with additional rear living accommodation.
ADORA 613 PKはファミリー向けの新しい間取りで、
リヤリビングが追加されています。

2021 caravans
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Highlights
ASTELLA.
NEW LUXURY LINE.
Experience a luxury holiday home like
no other in the award-winning Astella.
Exclusive layouts, each with
panoramic double door for
indoor-outdoor living.
Astella has its own catalogue or visit
www.newastella.com
受賞歴のあるASTELLAで、
他では味わえない贅沢な別荘をご体験ください。
贅沢なレイアウトで、それぞれの部屋には、
屋内外の生活のための
パノラマダブルドアが装備されています。

ALPINA

German Design Council - Automotive Brand
Contest Award winner for product and
communication design.
ドイツデザイン協議会 自動車ブランドコンテスト製品・コミュニケーション
デザイン部門受賞。
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Still the best all-season caravan,
now with re-designed Ergo-bathroom and even better water installations.
オールシーズン使えるキャラバンとして、エルゴバスルームのデザインを一新し、
さらに水回りの設備も充実させました。

Highlights

NEW SOFT FURNISHINGS
A new choice of soft furnishings to make you feel more at home.
新しい装飾品が選択可能で、よりくつろげる空間を演出します。

NEW EXTERIOR
GRAPHICS
We’ve introduced new exterior
graphics across all models.
全モデルに渡って
新しいエクステリアグラフィックを導入しました。

Inspiration. Discover more in the new
edition of Inspirations magazine online at
www.adria-mobil.com
2021 caravans
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Designed for living
DETAILS MATTER

All of our caravans are designed for living, where the details
matter and every centimetre counts. The science of layouts and
construction, with everything in the right place, is learned over decades
and Adria brings this experience to every layout.
アドリアのキャラバンはすべてそこに住み続けることを前提としたデザインが施されています。
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。
全てのレイアウト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。

Living
Contemporary new interior design
and spacious living.
リビング

バスルーム

現代的な新しいインテリアデザインと

優れた機能性を備え、高品質のラグジュアリーな

広々としたリビングスペース。

雰囲気が漂う実用的なバスルーム。

Kitchens
Intelligently designed kitchens with
great space and functionality.

Storage
Large volume optimised storage
solutions throughout.

キッチン

収納

インテリジェントデザインのキッチンは、
スペース確保と機能性に優れています。

大型の外部収納庫と
車内全体に設置された多くの収納スペース。

Bedrooms
A wide choice of bedroom formats,
with comfortable mattresses.

Multimedia
Smart solutions for entertainment
and easier living.

ベッドルーム
快適なマットレスを使用したベッドルーム。
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Bathrooms
Hotel-style, practical bathrooms with
quality fittings and touches of luxury.

ADRIA

2021 CARAVANS

マルチメディア
エンターテインメント性と暮らしやすさを追求した
スマートソリューション。

Discover all our layouts
and experience
360 Walk-Throughs
at www.adria-mobil.com

living

Contemporary living spaces with furniture selection complemented
by a choice of textiles and soft furnishings.
モダンなリビングスペースには、テキスタイルおよび装飾品の家具をお選びいただけます。

Smart lighting management, with spot, LED and ambient lights,
easy to control your ambience in all living spaces.
スポットライト、LEDライト、アンビエントライトを使用したスマートな照明管理で、
すべての生活空間であなたの雰囲気に合わせて明かりを簡単にコントロールできます。

2021 caravans
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kitchens

Inspiring kitchen designs based on ergonomic principles,
with style, great space and functionality, matched with the best appliances.
人間工学に基づいたキッチンデザインは、スタイル、スペース、機能性に優れ、
高品質の家電製品を装備しています。
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bathrooms

Hotel-style, practical bathrooms with quality fittings
and touches of luxury.
優れた機能性を備え、高品質のラグジュアリーな雰囲気が漂う実用的なバスルーム。

2021 caravans
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bedrooms

A choice of sleeping solutions, with easy to access beds with optimised
dimensions, lighting design and really comfortable mattresses.
最適化されたサイズ、照明デザイン、快適なマットレスを備えた、
アクセスが楽なベッドの就寝ソリューションをご用意しています。
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storage

Large volume optimized storage
throughout, places for all the things
you need.

multimedia

Inspired entertainment solutions, including USB ports,
sound systems and Bluetooth® amplifiers.
USBポート、サウンドシステム、Bluetoothアンプなど、革新的なエンターテインメントソリューション。

すべてに最適化された大容量のストレージ、
必要なものすべてを収納できます。

Some features may not be available on all models.
Please check www.adria-mobil.com
for individual model specifications and technical details.
2021 caravans
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Designed to perform
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Real world performance

掛け値なし、本物のパフォーマンス

All Adria caravans are also designed to perform. Everything is meticulously designed,
developed and tested to ensure your safety, comfort and enjoyment. Built to enjoy, built to last.
アドリア車両はどれも期待以上の性能を発揮するデザインです。
お客様の旅行中の安全、快適さ、喜びをお約束するために、すべてが細部に渡りデザインされ、開発され、そして試験されます。
目指すのは楽しさと耐久性を追求した製品づくりです。

1_INSPIRED DESIGN.［インテリジェント・デザイン］
Exclusive designs with dynamic front profiles, stylish rear walls and signature features such as large
panoramic windows on many models.

6_AIRFLOW.［エアフローシステム］
Adria’s sophisticated Air Flow System means every vehicle has integrated air-flow and ventilation,
so no condensation.

ダイナミックなフロントプロファイル、
スタイリッシュなリヤウォール、

アドリアの洗練されたエアフローシステムは、
すべての車両にエアフローと換気が統合されているため、結露がありません。

大型パノラマウィンドウなどの特徴的な機能を備えたエクスクルーシブなデザイン。

2_CHASSIS. ［シャシー］
Chosen and developed for robust construction, to enable safer handling and optimum weight
management, with AL-KO as our preferred chassis partner.

7_WINDOWS & DOORS.［窓およびドア］
Large, advanced design panoramic windows with built-in features. All windows and doors
integrated to ensure optimum natural lighting, ventilation, privacy and security.
最大にして最新型のパノラマウィンドウも用意しております。窓とドアは車両ボディと一体化させ、

アドリア車両のシャシーは、
メインシャシーメーカーのAL-KOにより、安全な取り扱い、

最適の自然採光、換気、
プライバシーの保護、
セキュリティ面など、
お客様の要望にすべてお応えいたしました。

強固な構造、最適な重量配分の実現を目標に開発されています。

3_BODY CONSTRUCTION.［ボディ構造］
Modular construction using the best materials and construction methods, including Adria’s unique
‘Comprex’ body construction.

8_FURNITURE & STORAGE. ［家具および収納］
Craftsman-built cabinetry integrated with heating and air flow for optimum thermal efficiency.
Plenty of flexible storage in every vehicle too.
職人によって作られたキャビネットは熱循環を最適にする構造も取り入れられています。

アドリア独自の“コンプレックス
（複合）
”ボディ構造をはじめ、最高の素材と工法を用いたモジュラー構造。

すべての車両に十分な収納があり、
フレキシブルに対応が可能です。

4_CLIMATE CONTROL.［空調システム］
Designed for living, all year round, with optimized heating efficiency by Truma or Alde, precise
engineering and testing in our climate chamber.

9_COMFORT. ［快適性］
Contemporary living spaces with optimized space and functionality for comfortable living and a
home-style feeling.

TrumaもしくはAldeの高度な技術でヒーターの効果を最適化し、

快適な生活と家庭的な感覚のために最適化された空間と機能性を備えた現代的な生活空間。

寒い環境下での試験を実施しているため年間を通して快適にお使いいただけます。

5_INSULATION.［断熱］
The latest thermal insulation materials, sophisticated heat and air flow management to Adria’s
‘Thermo-build’ standards and no ‘cold-spots’.

10_CUSTOMER SERVICE. ［カスタマーサービス］
Class-leading 2 Year General Warranty and 7 Year Water Ingress Warranty as standard,
over 500 dealers and efficient after sales and parts service.
業界最高の2年間の総合品質保証および7年間の雨漏り保証付きです。500社以上の専門ディーラーネットワークが支える

洗練されたエアフローシステムにより、
エアフローと換気を一体化させた機能を全車両に標準装備し、”冷たい場所”をなくしました。

効率的なアフターセール部品の供給や、
ベース車両メーカー提供のロードサイド支援サービスなどもご利用いただけます。
※ 日本仕様は、1年間の全体保証と2年間の雨漏り保証付き。オプションで7年プランの雨漏り延長保証あり。

*Some features may not be available on all models. Please check www.adria-mobil.com for individual model specifications and technical details.
2021 CARAVANS
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Body construction
ボディ構造

CONSTRUCTION
Adria caravans have a reputation for
being robustly built, which reflects our
approach to design, construction and
quality management.
Adria’s unique ‘Comprex’ construction
combines the torsional strength of
wood, the durability of polyurethane
and the moisture-stopping properties of
polyester.

1 composite wood panel
複合ウッドパネル

2 polyurethane sealing
ポリウレタン系シーリング

構

造

アドリアのキャラバンは
頑丈に作られているという評判がありますが、
これはデザイン、構造、品質管理に対する
アドリアのアプローチを反映しています。
アドリア独自の“コンプレックス（複合）”ボディ構造は、
木材のねじれ強度、ポリウレタンの耐久性、
ポリエステルの止水性を兼ね備えています。

3 eps styrofoam

EPSスタイロフォーム断熱材

4 exterior polyester body
shell cladding(side wall)
FRP外装ボディ（壁）

5 exterior polyester
body shell cladding(floor)
FRP外装ボディ（床）

6 XPS Styrofoam insulation foam
XPSスタイロフォーム断熱材

7 Reinforced hardwood profile
強化ハードウッド桟

Please check www.adria-mobil.com for individual model specifications and technical details.
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Climate control
空調システム

ADRIA THERMO-BUILD STANDARDS
Our caravans are built to Adria ‘Thermo-build’ standards making them suitable for use all year round.
Featuring optimized insulation materials, precisely engineered heating design and Adria’s Air Flow System
enabling a flow of air through the vehicle.
All vehicles are tested in our own climate chamber, from -40 to +60 degrees and in humidity from 45 % to
80 % between +30 and +60 degrees.
Comfort is assured in warmer conditions with good ventilation and integrated shading, including thermoshielding and integrated screens in our panoramic windows.
Optional factory-fitted air conditioning is also available to order.
アドリアサーモビルド基準
アドリアのキャラバンは、最適化された断熱材、正確に設計された暖房設計、そして車内の空気の流れを可能にするアドリアのエアフローシステムを特徴とする、
一年中使用するのに適したアドリアの“サーモビルド”基準に基づいて作られています。
すべての車両は、-40度から60度まで、湿度45％から80％までの範囲で、30度から60度までの間で、独自の気候室でテストされています。
パノラマウィンドウには熱線遮蔽やスクリーンが組み込まれているため、
快適性が確保されています。
オプションでエアコンもご用意しております。

HEATING
Easy to use Truma warm air distribution system with optional
electrical underfloor heating.
On selected models Alde heating, which is a liquid based
central heating system, distributing heat evenly throughout the
caravan.
On selected models, Alde hot water floor heating available.

TECHNOLOGY
Plasma-treat technology is a robotized
process which cleans and applies adhesive
to ensure perfect sealing of window and
door joints.
テクノロジー
プラズマ処理技術は、
窓やドアの接合部を完璧に取り付けるために、
接着剤を洗浄して塗布するロボット化されたプロセスです。

暖

房

オプションのACフロアーヒーティングを備えたトルマヒーティングシステムは
簡単に使用できます。セントラルヒーティングシステムを備えた
Aldeヒーティングシステムで、キャラバン全体に均等に熱を分配します。

2021 CARAVANS
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A new style of camping.
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CHOICE

Experience a new style of camping.

A

The Aviva, the European Innovation award-winner, featuring new graphics, is such an original,
comfortable and easy caravan to own and to use. Elegantly designed stylish interior,
packed with innovative features and with a choice of soft furnishings.

360 DD
360 DK

ヨーロッパ・イノベーション賞を受賞したAVIVAは、新しいグラフィックを採用し、オリジナリティがあり、快適で使いやすいキャラバンとなっています。
エレガントなデザインのスタイリッシュなインテリアに、革新的な機能を満載し、いろいろな家具を選ぶことができます。

400 DK
400 PS
472 PK
492 LU
522 PT

2021 caravans
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Exterior features

The Aviva brings an innovative, new style to camping thanks to its combination
of space, comfort and practical features.
AVIVAは、スペース、快適性、実用性を兼ね備えた革新的で新しいスタイルでキャンプにぴったりです。

360° WALKTHROUGH
Step inside Coral, take a 360° Walkthrough
on www.adria-mobil.com
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1 Exclusive exterior design
with new graphics.

2 Exclusive, innovative
and flexible front storage
compartment.

3 GFK body with
embossed aluminium
sidewalls.

4 AL-KO chassis.

5 Integrated tent profile
and third stop light.

6 LED awning light.

7 Adria chrome handles.

新グラフィックを採用したエクステリア
デザイン。

アドリア独自の革新的で柔軟性のある
フロント収納コンパートメント。

エンボス加工されたアルミ製の
サイドウォールのGFKボディ。

AL-KOシャシー。

テントプロファイルとストップランプ。

LEDオーニングライト。

アドリアのクロームハンドル。

adria
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Interior features

I. Elegant interior living
spaces, with choice of
soft furnishings.

II. Innovative, exclusive
storage solutions.

III. User-friendly solution loudspeakers, Bluetooth®
amplifier, USB ports.

IV. Comfortable sleeping
solutions, sleeping up-to
7 people.

V. Smart kitchen with 2
or 3 burners, 80 or 140 l
fridge (varies by model).

VI. Bathroom, with toilet,
shower, sink & ‘to go’
accessories.

VII. Truma heating with
optional electrical floor
heating.

室内装飾を選べるエレガントな
インテリア住空間。

革新的な収納ソリューション。

ユーザーフレンドリーなソリューション スピーカー、Bluetoothアンプ、USBポート。
最大就寝7人。

最大就寝7人。

2口または3口コンロ、80または140Lの
冷蔵庫を備えたスマートキッチン。
（モデルによって異なります）

バスルームには、トイレ、シャワー、
洗面台、持ち運びに便利なアクセサリー
が付いています。

Trumaフロアーヒーティングと
オプションの床暖房。
2021 caravans
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Aviva offers a whole new style of camping, with its many
innovative features and stylish yet ultimately simple solutions,
in the kitchen, bathrooms all wrapped up in a robust
and highly practical caravan.
AVIVAは、キッチンやバスルームなどの革新的な機能や、
スタイリッシュでありながらもシンプルなソリューションを備えた、
全く新しいスタイルのキャンプを楽しむことができます。

2021 caravans
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L A Y O U T S

3

360 DK
L 4142 (mm)
W 2090 (mm)

6

492 LU
L 5384 (mm)
W 2300 (mm)

4/5

400 DK
L 4492 (mm)
W 2090 (mm)

5

522 PT
L 5664 (mm)
W 2300 (mm)

2x/3x

AVIVA

360 DD
L 4142 (mm)
W 2090 (mm)

472 PK
L 5174 (mm)
W 2300 (mm)

4/5

400 PS
L 4492 (mm)
W 2090 (mm)

4

2x/3x

A V I V A

6/7

2x

2x/3x
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※ L=車体長、W=全幅

L = LENGTH W = WIDTH

NUMBER OF BERTHS

KITCHEN

TABLE

SEATING AREA

WARDROBE

BERTHS

BATHROOM

FLOOR

a v i v a r a n g e

KEY features

• Exclusive exterior design with new graphics.
• Exclusive, innovative and flexible front storage
compartment.
• Solid body in polyester with embossed aluminium
sidewalls.
• AL-KO chassis.
• Elegant interiors and new soft furnishing choices.
• Innovative, exclusive storage solutions.
• User-friendly solutions - loudspeakers, Bluetooth®
amplifier & USB ports.
• Comfortable sleeping in a choice of bed formats.
• Stylish privacy curtain.
• Smart kitchen with 3 burners and best appliances.
• Bathroom, with toilet, shower, sink & ‘to go’ accessories.
• Pre-installation for air-conditioning.

TEXTILES selection
BAHIA

FLORIAN

ROBYN

OLIVIA

• 新グラフィックを採用したエクステリアデザイン。
• 革新的でフレキシブルなフロント収納庫。
• エンボス加工を施したアルミニウム製サイドウォールを備えた
ポリエステル製のソリッドボディ。
• AL-KOシャシー。
• エレガントなインテリアと新しい家具。
• 革新的で独自の収納ソリューション。
• ラウドスピーカー、Bluetoothアンプ、USBポートを搭載した
使い勝手の良いソリューション。
• 豊富なベッドフォーマットで快適な睡眠を。
• スタイリッシュなプライバシーカーテン。
• 3口コンロと最高の家電製品を備えたスマートキッチン。
• バスルームには、
トイレ、
シャワー、
洗面台、
持ち運びに便利なアクセサリーが付いています。
• エアコン。

KEY options

• Truma heating, Trumavent and floor heating (by layout).
• Kid’s Pack on family layouts.
• Choice of soft furnishings.

• Trumaヒーティングシステム、トルマベント、床暖房（レイアウト別）。
• ファミリーレイアウトのキッズパック。
• 選べる家具。

DREAM HARMONY

SUMMER VIBES

MYSTIC GARDEN

WARM BROWNS

BROWNIES

GREY PLANET

NEW soft furnishings

There’s a wide choice of soft furnishings and
cushion colourways available for a much more personal style – yours!
Go to www.adria-mobil.com for more information and vehicle applicability.

2021 caravans
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Light, bright and fun!
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The Altea, a comfortable, practical caravan for a lighter, brighter and more fun experience, now featuring new graphics.
Contemporary interior with practical layouts, innovative features, improved lighting and storage, better comfort and more practicality.
Choice of soft furnishings and equipment.

•

A

A LT E A

TS

U

Enjoy a light, bright and fun caravan experience.
快適で実用的なキャラバンALTEAは、軽快で明るく、より楽しい体験を提供するために、新しいグラフィックを採用しました。
実用的なレイアウト、革新的な機能、改良された照明と収納、より良い快適性と実用性を備えた現代的なインテリア。選べる家具と装備。
明るく楽しいキャラバン体験をお楽しみください。

472 PK
552 PK
622DK AVON

2021 caravans

adria
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Exterior features

The Altea is a really elegant and comfortable caravan, perfect for holidays with
its combination of space, comfort and features.
ALTEAはエレガントで快適なキャラバンで、スペース、快適さ、機能の組み合わせで休日を過ごすのに最適です。

360° WALKTHROUGH
Step inside Coral, take a 360° Walkthrough
on www.adria-mobil.com

32

1 Exclusive exterior design
with new graphics.

2 Two-part entrance door
with window option.

3 Double-glazed ‘flat’
design tinted windows.

4 GFK polyester body
with embossed aluminium
sidewalls.

5 AL-KO chassis.

6 Front gas bottle storage
compartment.

7 Model 472 KP optional
integrated slide-out kitchen
unit.

新グラフィックを採用したエクステリア
デザイン。

上下分割式エントランス。

二重ガラスの“フラット”デザインの
ダークウィンドウ。

GFKポリエステルボディにエンボス加工
を施したアルミニウム製サイドウォール。

AL-KOシャシー。

フロントガスボトル収納庫。

モデル472 KPの一体型スライドアウト
キッチンユニットオプション。

adria

2021 caravans
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Interior features

I. Contemporary interior
with innovative lighting
system.

II. Smart kitchen with the
best appliances.

III. Ergo bathroom with
foldaway sink.

IV. Controllable lighting for
different ambiance.

V. Modern textiles in soft
and durable materials.

VI. Loudspeakers with pre- VII. Truma heating with
installation for Bluetooth
optional electrical floor
amplifier.
heating.

斬新な照明システムを採用した現代的な
インテリア。

最高の家電を使ったスマートキッチン。

Ergoのバスルームは折り畳み式の
シンク付き。

異なる雰囲気を演出する調光可能な
照明。

柔らかく耐久性のある素材を使用した
モダンなテキスタイル。

Bluetoothアンプをインストール済みの
スピーカー。

Trumaフロアーヒーティングと
オプションの床暖房。
2021 caravans

adria
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Interior
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Altea is a joy to use,
thanks to its inspired contemporary design and its light, spacious feeling.
It’s a highly practicable and robust caravan, available in many layouts.
ALTEAは、インスピレーションを受けた現代的なデザインと、
軽快で広々とした感覚で、使っていて楽しいキャラバンです。
実用性に優れた頑丈なキャラバンで、多くのレイアウトが用意されています。

2021 caravans
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ALTEA

472 PK
L 5319 (mm)
W 2296 (mm)

6

2x

552 PK
L 6159 (mm)
W 2296 (mm)

6/7

2x / 3x

622 DK AVON
L 6943 (mm)
W 2299 (mm)
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L = LENGTH W = WIDTH

NUMBER OF BERTHS

KITCHEN

TABLE

SEATING AREA

WARDROBE
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BATHROOM

FLOOR
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KEY features

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exclusive exterior design with new graphics.
Double-glazed ‘flat’ design tinted windows.
GFK polyester body with embossed aluminium sidewalls.
Two-part door with window option.
Upgraded electrical equipment and control panel.
Upgraded loading capacities on family layouts.
AL-KO chassis.
Front gas bottle storage compartment.
Contemporary interior style with innovative lighting
system.
Wide choice of layouts and bedroom formats.
Smart kitchen with optimized worktop, storage and
appliances.
Ergo bathroom with foldaway sink.
Controllable lighting for different ambiance.
Smart storage solutions.
Modern textiles with softer more durable materials.
Pre-installation loudspeakers, Bluetooth® amplifier & USB
ports.
Truma heating with optional electrical floor heating.

TEXTILES selection

• 新グラフィックを採用したエクステリアデザイン。

FLAVIE

SETH

• 二重ガラスの“フラット”デザインのダークウィンドウ。
• GFKポリエステルボディにエンボス加工を施したアルミニウム製サイドウ
ォール。
• 2分割式エントランスドア。
• アップグレードした電気機器とコントロールパネル。
• 積載力を向上したファミリーレイアウト。
• AL-KOシャシー。
• フロントにガスボトル収納庫。
• 革新的な照明システムを採用した現代的なインテリアスタイル。
• 豊富なレイアウトを選択可能。
• ワークトップ、収納、家電製品を最適化したスマートキッチン。
• 折りたたみ式のシンクを備えたErgoバスルーム。
• さまざまな雰囲気を演出する調節可能な照明。

GILLES

• スマートな収納ソリューション。
• 柔らかく耐久性の高い素材を使用したモダンなテキスタイル。
• スピーカー、Bluetoothアンプ、USBポートの設置。
• Trumaヒーティングシステムと床暖房。

KEY options
• Kid’s Pack on Family layouts.
• Model 472 KP optional external slide-out kitchen unit.
• Choice of soft furnishings.

• ファミリーレイアウトのキッズパック。
• モデル472 KPオプションの外部スライドキッチンユニット。

DREAM HARMONY

SUMMER VIBES

MYSTIC GARDEN

WARM BROWNS

BROWNIES

GREY PLANET

• 選べる家具。

NEW soft furnishings
There’s a wide choice of soft furnishings and
cushion colourways available for a much more personal style – yours!
Go to www.adria-mobil.com for more information and vehicle applicability.

2021 caravans
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Designed around you.
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M E E T T H E N E W G E N E R AT I O N
The new generation Adora, our best-selling caravan just got even better. The most aerodynamic caravan now available, with distinctive Adria silhouette
and extra-large in-line panoramic window, wider door and smart storage. Feel inspired and at home in the elegant interior with new kitchen, bathroom,
bedroom and contemporary living spaces.

TS

U

A

ADORA

O F L AYO

a d o r a r a n g e

Everything is new and designed around you.
アドリアのベストセラーキャラバン、新世代ADORAがさらに進化しました。
特徴的なアドリアのシルエット、特大のインラインパノラマウィンドウ、ワイドなエントランスドア、スマートな収納を備えた、最もエアロダイナミックなキャラバンが登場しました。
新しいキッチン、バスルーム、ベッドルーム、現代的なリビングスペースを備えたエレガントなインテリアに囲まれてくつろぐことができます。
すべてが新しく、
あなたを中心にデザインされています。

472 UP
502 UL
522 UP
542 UL
572 UT
573 PT

2021 caravans
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Exterior features
NEW SILHOUETTE

INSPIRED DESIGN
Our designers brought inspiration from
the award-winning Astella to bring a whole
new design to this new generation caravan.
アドリアは、受賞歴のあるASTELLAからインスピレーションを得て、
この新世代キャラバンADORAに新しいデザインをもたらしました。

NEW INTEGRATED FEATURES

40

1 NEW EXTERIOR DESIGN, clean and elegant with new graphics.

1 新しいエクステリアデザイン、新しいグラフィックでクリーンでエレガント。

2 NEW REAR WALL DESIGN, with new multi-functional full LED lights.

2 新しいリヤウォールデザイン、新しい多機能フルLEDライト。

3 NEW PANORAMIC WINDOW, in-line wider design, on most layouts.

3 新しいパノラマウィンドウ、インラインワイドデザイン。

4 PERFORMANCE CHASSIS FROM AL-KO with AKS stabiliser coupling.

4 AKSスタビライザーを採用したAL-KOシャシー。

5 INNOVATIVE WIND DIFFUSERS, for more efficient towing.

5 より効率的な牽引のための革新的なウィンドディフューザー。

6 WIDE ENTRANCE DOOR and double-glazed ‘flat’ tinted windows.

6 ワイドエントランスドアと二重ガラスのダークウィンドウ。

7 NEW HIGHER VOLUME STORAGE, tent profile and integrated handles.

7 新型大容量ストレージ、テントプロファイルと一体化したハンドル。

8 ALLOY WHEELS and Continental tyres.

8 アルミホイールとコンチネンタルタイヤ。

adria

2021 caravans
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SIGNATURE FEATURES
Our designers took the best of the Adora’s signature
features and improved them.

NEW IN-LINE PANORAMIC WINDOW

Our new in-line design brings light and the feeling
of space for ‘atrium-style living’. Includes integrated
shading and ventilation features.
新しいインラインパノラマウィンドウ
吹き抜けスタイルのリビングに光と空間感をもたらす新しいインラインデザイン。
遮光・通風機能付き。

NEW LED LIGHTS

New design full LED multifunctional rear lights for
automotive style and functionality.
新しい LED ライト
新しいデザインのLED多機能リヤライト。

NEW AERODYNAMIC WIND DIFFUSERS

This innovative feature, aids wind diffusion, look
stylish and help towing efficiency.
新型エアロダイナミック風速計
この革新的な機能は、風の拡散を助け、スタイリッシュに見え、
牽引の効率を助けます。

PERFORMANCE CHASSIS

NEW EXTERIORGRAPHICS

AL-KO Chassis for secure and stable towing, with AKS stabiliser
coupling and optional ATC trailer control system.

The new Adora has new automotive style
graphics, with familiar Adria lines.

パフォーマンスシャシー

新しいエクステリアグラフィック

AL-KOシャシーで、安全かつ安定した牽引を可能にするシャシー。
AKSスタビライザーとオプションのATCトレーラーコントロールシステムを装備。

新型ADORAは、おなじみのアドリアのラインに、
新しいグラフィックを採用しています。
2021 caravans
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HOME-STYLE FEELING
The new generation brings a feeling
of home with elegant interiors with
bigger spaces, new softer, more
integrated forms and a special
home-style ambiance.
より大きな空間、
より一体感のある新しいフォルム、
そして特別なアットホームな雰囲気を備えた
エレガントなインテリアで、
自宅にいるようにくつろげます。

•
New lighting system for
controllable ambiance.
•
Atrium-style living with
extra-large panoramic window.
•
New sound system
with integrated hidden speakers.
•
Organized storage with dedicated
spaces for personal items.
•
Heating by Truma and Alde.

●
雰囲気をコントロールできる新しい照明システム。
●
特大のパノラマウィンドウを備えた
アトリウムスタイルのリビング。
●
スピーカーを備えた新しいサウンドシステム。
●
個人的なアイテムのための専用スペースを
備えた整理された収納。
●
暖房はTrumaかAldeを採用。
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360° WALKTHROUGH
Step inside Adora, take a
360° Walkthrough
on www.adria-mobil.com

A D O R A R A N G E

Interior features

I. All-new home-style
interior design for atriumstyle living.

II. Comfortable bed
solutions with Evopore®
mattresses.

III. Digital controller,
sound system, Bluetooth®
amplifier & USB ports.

IV. Contemporary living
spaces with outstanding
comfort.

V. New kitchen design
with great storage and
best appliances.

VI. New Ergo bathroom
design with innovative
optional storage solutions.

VII. Alde or Truma
heating, plus optional
electrical floor heating.

全て新しくなった吹き抜けスタイルの
ホームスタイルインテリア。

エボポアマットレスによる
快適なベッドソリューション。

デジタルコントローラー、サウンドシステ
ム、Bluetoothアンプ、USBポート。

快適性に優れた現代的な住空間。

収納力抜群の新しいキッチンデザインと
高品質の家電製品。

革新的なオプション収納ソリューショ
ンを備えた新しいErgoバスルームのデ
ザイン。

AldeまたはTrumaヒーティングと、
オプションの床暖房。
2021 CARAVANS

ADRIA
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CONTEMPORARY LIVING SPACES

The Adora’s inspired living spaces
means everything is designed
around the way you want to live.
ADORAのリビングスペースは、
自分がしたい“暮らし”
を課題にすべてがデザインされています。

LIVING ROOM

The large panoramic window means
‘atrium-style’ living, with natural light,
controllable shading and ventilation.
•
Living room beneath large
panoramic window.
•
Dinette with comfortable seating.
•
Easy additional bed set up.
•
A durable, light weight put away
table.
•
Head rests for extra comfort.
リビング
大きなパノラマウィンドウは、自然光、制御可能な
シェーディング、換気を備えた
“アトリウムスタイル”のリビングを意味します。
●
大きなパノラマウィンドウの下にあるリビングルーム。
●
快適な座り心地のダイネット。
●
セットアップの簡単な追加のベッド。
●
丈夫で軽量なテーブル。
●
快適なエクストラヘッドレスト。
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KITCHEN

BATHROOM

The new home-style kitchen design is inspired by the best home kitchens.

Our new Ergo bathroom, features a new fold-away sink, extra space, new
lighting and plenty of storage.

• Elegant concave cupboards with more volume.
• High loading capacity drawers. • Multifunctional hanging profile.
• High quality appliances.

• Improved fold-away system. • Efficient draining and serviceability.
• Storage for personal things. • Controllable lighting.

ベッドルーム

バスルーム

● ボリュームアップしたエレガントな凹型食器棚 ● 容量の大きい引き出し
● 多機能な吊り下げプロファイル ● 高品質の家電製品

● 改良された折り畳みシステム

新しいホームスタイルのキッチンデザインは、ベストホームのキッチンにインスパイアされています。

新しいErgoバスルームには、折り畳み式のシンク、広々としたスペース、新しい照明、豊富な収納が備わっています。
● 効率的な水切りとサービス性

● 身の回りのものを収納

● 調光可能照明

2021 caravans
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CONTEMPORARY LIVING SPACES

A choice of layouts designed for the way you want to
live, including unique layouts for families.
ファミリー向けの個性的なレイアウトなど、
自分の暮らし方に合わせたレイアウトが選べます。

ADORA 613 PK

BEDROOM

Adora 613 PK our new layout for families,
for 2 adults and 1-3 kids, all with 2m
beds. Brilliant for guests too thanks to the
Adria Exclusive Design® additional rear
living accommodation, which is also great
day rest or play space under the new rear
panoramic window, includes 2 TV points.

New bedroom designs, with all
formats of bed, for a great night’s
sleep.

ADORA 613 PKは家族向けの新しいレイアウトで、大人2人と
子供1-3人、すべて2mのベッドを備えています。アドリア・エクス
クルーシブ・デザイン®を採用したリヤリビングは、新しいリヤ
パノラマウィンドウの下で、一日の休息や遊びのスペースにもな
り、2つのテレビポイントを備えています。

• Higher beds.
• Luxury Evopore ® mattress.
• Controllable lighting.
• Storage for personal things.
ベッドルーム

ベッドルームの新しいデザイン、
あらゆるフォーマットのベッドで、最高の睡眠を。
●
●
●
●
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エボポアマットレス
調光可能照明
身の回りのものを収納
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INSPIRED SOLUTIONS
Everything has been reviewed and
improved, with innovative new
solutions for inspired living and
maximum permitted weight loading as
standard.

MULTIMEDIA

Enjoy more connected living, with new digital control panel and
a range of multimedia solutions including new high-quality sound
system with hidden speakers, Bluetooth® amplifier, TV point and
holder, and multiple USB ports.
マルチメディア

新しいデジタルコントロールパネルと、スピーカー付きの新高音質サウンドシステム、Bluetoothアンプ、
TVホルダー、複数のUSBポートなど、多彩なマルチメディアソリューションが集結しています。

STORAGE

More storage than you’d think possible. Easy access gas storage outside and inside there’s large volume concave design
cupboards. Large wardrobe design and multi-purpose kitchen storage, including large capacity drawers and utensils
track. Bathroom storage for personal items, including innovative optional removable storage solution.
収納

想像以上の収納力。外側にはイージーアクセスのガス収納、内側には大容量の凹型デザインの食器棚があります。大容量のワードローブ、大容量の引き出しや調理器具トラックを含
む多目的キッチン収納。革新的なオプションの取り外し可能な収納ソリューションを含む、個人的なアイテムのためのバスルーム収納。
2021 caravans
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L A Y O U T S

4

502 UL
L 5725 (mm)
W 2296 (mm)

5

4

542 UL
L 6150 (mm)
W 2296 (mm)

5

4

573 PT
L 6365 (mm)
W 2460 (mm)

6/7

ADORA

472 UP
L 5385 (mm)
W 2296 (mm)

522 UP
L 5910 (mm)
W 2296 (mm)

572 UT
L 6400 (mm)
W 2296 (mm)

2x/3x
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KEY features

• New exterior clean design with integrated features.
• GFK body construction, AL-KO chassis, with AKS
stabiliser coupling.
• Exclusive new rear wall design with new multifunctional
full LED lights.
• Integrated wind diffusers, handles, tent profile, storage
and lights.
• Extra-large in-line wider panoramic window on most
layouts.
• Wide entrance door and double-glazed ‘flat’ tinted
windows.
• All-new interior design, with contemporary living spaces.
• Comfortable bed solutions with Evopore® mattresses.
• New digital controller, sound system, Bluetooth ® amplifier
& USB ports.
• All-new living and dining area, with outstanding comfort.
• New kitchen design with great storage and best
appliances.
• New Ergo bathroom design with innovative optional
storage solutions.
• Alde or Truma heating, plus optional electrical floor
heating.
• Couple, family, teenager and child friendly layouts.

TEXTILES selection

• 機能を集約した新エクステリア・クリーンデザイン。

DARK ALMONDS

STONE ISLAND

MORGAN

• GFKボディ構造、AL-KOシャシー、AKSスタビライザー。
• 多機能フルLEDライトを搭載した新しいリヤウォールデザイン。
• 統合されたウィンドディフューザー、
ハンドル、
テントプロファイル、
収納、
ライト。
• インラインワイドパノラマウィンドウ。
• ワイドなエントランスドアと二重ガラスの「フラット」
ダークウィンドウ。
• 現代的なリビングスペースを備えた全く新しいインテリアデザイン。
• エボポアマットレスを使用した快適なベッドソリューション。
• 新しいデジタルコントローラー、
サウンドシステム、Bluetoothアンプ、
USBポート。
• 抜群の快適性を備えた新しいリビング＆ダイニングエリア。
• 収納力抜群の新しいキッチンデザインと最高の家電製品。
• 革新的なオプションの収納ソリューションを備えた新しいエルゴバスルー
ムのデザイン。
• AldeまたはTrumaヒーティングとオプションの床暖房。
• どんな使用人数や構成にも対応できるレイアウト。

KEY options
• AL-KO ATC trailer control system.
• Innovative optional storage solutions.
• Choice of soft furnishings.

MISTY ROSE

DREAM HARMONY

SUMMER VIBES

MYSTIC GARDEN

WARM BROWNS

BROWNIES

GREY PLANET

• AL-KO ATC トレーラーコントロールシステム。
• 革新的な収納ソリューションオプション。
• 選べる家具。

NEW soft furnishings
There’s a wide choice of soft furnishings and cushion colourways available
for a much more personal style – yours!
Go to www.adria-mobil.com for more information and vehicle applicability.
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The ultimate all-seasons caravan.
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Alpina, our premium caravan range, for all year-round use, now with new graphics and with improvements to the Ergo bathroom
and water installations. A best-seller with its combination of eye-catching design, large panoramic window,
contemporary spacious interiors, great performance and new soft furnishings.

O F L AYO

ALPINA
The premium all-seasons caravan.
ALPINAは、通年使用可能なプレミアムキャラバンシリーズで、新しいグラフィックを採用し、Ergoバスルームと水回りが改良されました。
目を引くデザイン、大きなパノラマウィンドウ、現代的で広々としたインテリア、優れた性能と新しいソフトな家具の組み合わせでベストセラーとなっています。

613 UT

プレミアムオールシーズンキャラバン。

663 HT
663 UK
753 HT
753 UP

2021 caravans

adria

51

a l p i n a

Exterior features

The Alpina is a best-seller in the colder climates of Scandinavia and now right across Europe, thanks to its high
specification and all-year round performance.
ALPINAは、寒冷地である北欧のスカンジナビアでベストセラーとなっており、現在ではヨーロッパ全体でも人気があります。

360° WALKTHROUGH
Step inside Coral, take a 360° Walkthrough
on www.adria-mobil.com
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1 Adria ‘Comprex’
construction with
additional floor insulation.

2 Exclusive design with
new graphics and wide
entrance door.

3 Exterior rear LED lights
with curtain technology.

4 Extra-large panoramic
window on most layouts.

5 Seitz DeLuxe windows
with integrated mosquito
net and roller blinds.

6 AL-KO chassis.

7 Continental tyres and
new Adria alu wheel
design.

アドリア“コンプレックス”（複合）構造に
床断熱材を追加しました。

新グラフィックとワイドなエントランスド
アを採用した新デザイン。

カーテン技術を駆使した
LEDリヤライト。

ほとんどのレイアウトで
特大のパノラマウィンドウ。

網戸とローラーブラインドが一体化した
Seitz Deluxeの窓。

AL-KOシャシー。

コンチネンタルタイヤと新デザインの
アドリアアルミホイール。

adria
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Interior features

I. Large elegant living
spaces for atrium-style
living.

II. Optimized storage
including concave design
deep cupboards.

III. User-friendly solutions
including Bluetooth ®
amplifier, USB ports.

IV. Rich, controllable
lighting system for different
ambiance.

V. Smart kitchen with
home comfort and the
best appliances.

VI. New Ergo bathroom
with improved water
installations.

VII. Alde integrated
heating.

吹き抜けスタイルの広々とした
優雅な住空間。

凹型デザインの深型食器棚など、
収納を最適化。

Bluetoothアンプ、USBポートを含む
ユーザーフレンドリーなソリューション。

様々な雰囲気を演出するための
調光可能な照明システム。

アットホームで最高の家電を備えた
スマートキッチン。

水回りを改善したErgoバスルームを
新設しました。

Aldeヒーティングシステム。

2021 CARAVANS

ADRIA
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Interior
54

adria

2021 caravans

a l p i n a r a n g e

Alpina provides true loft-style living unlike any other caravan,
with extra-large living spaces and a stylish, luxury ambiance.
It’s also a highly practicable and robust caravan
packed with features.
ALPINAは、他のキャラバンにはない真のロフトスタイルの生活を提供し、
特大のリビングスペースとスタイリッシュで贅沢な雰囲気を備えています。
また、非常に実用的で頑丈なキャラバンとしての機能を満載しています。

2021 caravans
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L A Y O U T S

4

定置
使用

ALPINA

613 UT
L 6761 (mm)
W 2460 (mm)

5

定置
使用

663 UK
L 7232 (mm)
W 2460 (mm)

定置
使用

753 UP
L 8110 (mm)
W 2460 (mm)

6/7

定置
使用

2x / 3x

663 HT
L 7281 (mm)
W 2460 (mm)

753 HT
L 8091 (mm)
W 2460 (mm)
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※ L=車体長、W=全幅

6

定置
使用

L = LENGTH W = WIDTH

NUMBER OF BERTHS

KITCHEN

TABLE

SEATING AREA

WARDROBE

BERTHS

BATHROOM

FLOOR

a l p i n a r a n g e

TEXTILES selection

KEY features

• Exclusive exterior design with new graphics.
• ‘Comprex’ body construction and 600mm wide entrance
door.
• Exterior LED lights with curtain technology.
• Seitz DeLuxe windows with integrated mosquito net and
roller blinds.
• AL-KO chassis on all models.
• Large living spaces, with elegant interiors and soft
furnishing choices.
• Extra-large panoramic window on most layouts.
• Comfortable bedrooms with a selection of bed formats.
• Optimized storage including concave design deep
cupboards.
• User-friendly solutions including Bluetooth® amplifier, USB
ports.
• Easy fold-out bunk bed solution on selected layouts.
• Controllable lighting system for different ambiance.
• Smart kitchen with 3 burners and best appliances.
• New Ergo bathroom with improved water installations.
• Alde integrated heating.

• 新グラフィックを採用した専用エクステリアデザイン。

POMMERY

MORGAN

EDGAR

L. MATTHIASE

• “コンプレックス
（複合）
”ボディ構造と600mm幅のエントランスドア。
• カーテンテクノロジーを採用したエクステリアLEDライト。
• 網戸とローラーブラインドが一体化したSeitz DeLuxeの窓。
• 全モデルにAL-KOシャシーを採用。
• エレガントなインテリアとソフトな調度品で構成された
広いリビングスペース。
• ほとんどのレイアウトに特大パノラマウィンドウを採用。
• 快適なベッドルームには、様々なタイプのベッドをご用意しています。
• 凹型デザインの深型食器棚など、最適化された収納。
• Bluetoothアンプ、
USBポートを含むユーザーフレンドリーなソリューション。
• 選択したレイアウトで簡単に折りたためる二段ベッドのソリューション。
• 雰囲気の異なる照明システム。
• 3つのバーナーと最高の家電製品を備えたスマートキッチン。
• 新しいErgoバスルーム。
• Aldeヒーティングシステム。

KEY options
• Factory-fitted air Conditioning.
• Choice of soft furnishings.

• エアコン。

DREAM HARMONY

SUMMER VIBES

MYSTIC GARDEN

WARM BROWNS

BROWNIES

GREY PLANET

• 選べる家具。

NEW soft furnishings
There’s a wide choice of soft furnishings and
cushion colourways available for a much more personal style – yours!
Go to www.adria-mobil.com for more information and vehicle applicability.
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New luxury experience.
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Do you have your perfect place? We all have a dream, that ultimate holiday home by the lake, next to the beach or in the mountains,
away from it all, yet cocooned in your own private luxury. Our aim? To create something like no other. Is it a luxury caravan or a mobile home?
As you can tow it like a regular caravan or set it up like a static mobile home and move it easily when you need to, maybe it’s both.

W

C

E

A

Dare to dream.

•

A

ASTELL A

TS

U

704 HP

夢のまた夢。
あなたにとっての完璧な場所はありますか？日常の生活から離れて湖のほとりで、ビーチの横で、それとも山で最高級の別荘で自分だけのプライベートな時間を過ごすのは誰しもが夢見ていることです。
私たちの目的は？それは他にはないものを創ること。それは贅沢なキャラバンなのか？それともモバイルホームなのか？
その答えはどちらもです。普通のキャラバンのように牽引でき、モバイルホームのように定置でも使えるからです。

754 DP

904HP

astella 704

astella 754

DP

HP

astella 904

HP
2021 caravans
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SMOOTH CLEAN LINES

A S T E L L A

breaking
the rules
ルールを打ち破る

and a purity of shape and design, for a new signature luxury line. No unnecessary
details, just everything smooth, functional and elegant. An interior with big volume,
flowing spaces. Our new signature line, luxurious in its simplicity.

PURE DESIGN

“It’s a feeling. Of everything being as it should”.
滑らかで美しいライン
目新しい形状とデザインは、新しいラグジュアリーラインの証。ひと目見た瞬間、
そのすべてが機能的でエレガントさと滑らかさに満ち溢
れていることがお分かりいただけるはずです。広く開放感のある室内。シンプルでありながら豪華さを感じられる新しいアステラです。

全 て が 必 要 とさ れ て い るも の

A LWAY S I N N O VAT I N G
is a philosophy at Adria and with Astella, the brief was to create an
inspiring new form of luxury holiday home, on wheels.
革 新し続 ける
ASTELLAは常に革新し続けるアドリアが車輪の上に造り出した
贅沢なホリデーホームです。

As project leader Erna Povh puts it “We decided that rather than start with a
good benchmark product like a regular caravan we started with a deep dive
into the holiday experience we wanted to deliver. You could say we turned
conventional wisdom on its head and we broke all the rules”.
“The result is a really innovative and unique home. Some would view it as a
caravan, albeit a luxurious one, because you can tow it like any regular caravan.
Others see it in the same light as a mobile home, a static caravan if you like.
Whatever you decide to call it, think of it as your own luxurious holiday home,
set down where you most like to spend your time but moveable at the end of
the holiday season or when you want to change the location”.
プロジェクトリーダーのエレナ・ポブは「 私たちはベンチマークになるような普通の良いキャラバンを造るので
はなく、全てのルールを破ったともいえる今までに経験したこともないような休日を過ごせるものを創ろう」
と。
その結果生み出されたものは本当に革新的でユニークな家です。ある人は贅沢なキャラバンと呼び、
またあ
る人はモバイルホームや静的なキャラバンと呼ぶでしょう。どちらにしてもあなたが一番過ごしたい場所にすぐ
に移動できる最高のホリデーホームなのです。
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SHAPED BY THE WIND

uncluttered and with proven aerodynamics, learned from the aerospace
industry, to help airflow when towing. Unique exterior profile, the shape of
things to come.

PROVEN AERODYN AMICS

“It’s a feeling. Of being shaped by the wind”.
風によって形どられた
実績のある空気力学と航空宇宙産業から学んだことを牽引時のエアーフローに活かし、
ユニークな外装形状が生み出されました。

風 に よっ て 形 成 さ れ た も の

2021 caravans
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D I S C O V E R Y O U R P E R F E C T H A B I TAT

An exclusive, flexible and open plan interior which extends through the panoramic doors
and windows to the great outdoors. Everything you need from home and the feeling of
connected living right there in your natural habitat.

CONN ECTED LIVIN G

“It’s a feeling. Of being at one with nature”.
最高の居 場 所
柔軟性と独創性を重視して搭載されたパノラマのドアと窓はリビングルームとのつながりによって
より日常的な空間を演出しています。

自 然 と 一 体 で あ ること
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LUXURIOUS IN ITS SIMPLICITY

Large free flowing but connected spaces, luxury accommodation. Spa style bathroom,
designer kitchen and an open living room for inside outside living. A calm, well organized
interior, which lifts your spirits and calms your soul.

LUX URY EX PERIEN CE

“It’s a feeling. Of being in your own dream home”.
シンプルな中にある豪 華さ
導線を考えられた贅沢でゆったりとした空間。スパスタイルのバスルーム、デザイナーキッチン、
オープンリビング。
落ち着いたインテリアで心から落ち着ける場所です。

あ な た の 夢 の 家 に い ること

2021 caravans
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designed for living

details

matter

Astella brings a cool new style, with clean modern lines and large volume spaces,
designed for living, with a choice of layouts and everything in the right place.
細部へのこだわり
新しいASTELLAはすべてがあるべき場所に配置されてたモダンでクールなイメージです。

living

Luxurious, contemporary interior design.
Flowing layouts, with great living spaces,
complemented by touches of luxury.
リビングスペース
現代的デザインに加え、
ゆったりとしたレイアウトの
素晴らしいリビングスペース。

UPHOLSTERY

BLUESTAR
64
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SILVERSTAR

kitchen

A kitchen straight from a cool apartment, based on ergonomic principles, with style,
great space and functionality. Featuring Corian® worktops and quality appliances.
キッチンスペース
クールなアパートからとってつけたようなキッチンは、人間工学的原則に基づいてスタイリッシュで
機能的なコーリアン調理台などを搭載しています。

2021 caravans
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bedroom

Private, luxurious home-style bedroom with innovative controllable lighting and bed with
comfortable Octasprings® mattresses.
就寝スペース
調光付き照明と快適なOCTASPRINGS®マットレスを使用した革新的なベッドを備えた
プライベートな空間のベッドルーム。
m u lt i

-media

Media controller, multiple USB sockets and sensibly located TV holder and Bluetooth amplifier.
マルチメディア

A bedroom
that’s easy
to fall in
love with.

storage

Optimized interior storage throughout, with
places for all the things you need.

Everything seems to have a place.
収納設備

大型の外部収納庫と、
車内全体に設置された多くの収納スペースには、
必要なアイテムをすべて収納できます。
66
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指先ですべてが完結するメディアコントローラー、USBソケット、TVホルダー、Bluetooth。

lighting

Exclusive LED contour lighting outside, zonal, spot and LED lighting inside, including
moveable track lighting in the living areas.
照

明

リビングエリアにトラック照明を含むLEDやスポット照明など。
bathroom

A boutique hotel-style, spacious and ergonomically designed bathroom with large
separate shower and quality fittings.
バスルーム

A bathroom
with space
is pure luxury

ブティックホテルスタイルの人間工学的に設計された広々としたバスルーム。

2021 caravans
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astella 704HP

［定置使用］

The perfect place for a couple with one private bedroom and large living room, each with panorama doors
for connected indoor-outdoor living. Sleeping berths for 2+2 people with easy set up sofa bed.
インドアとアウトドアが1つにつながるプライベートべッドルームと広いリビングルームでカップルにお勧めです。
簡単にセットアップできて2+2人就寝できるソファベッドを装備しています。
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7600 mm

2_4

8992 mm

Kg 2.500/3.000

2520 mm

silverstar
bluestar

Key features
• Exclusive double panoramic doors.
• Exclusive extra-large kitchen design.
• Luxury private bedroom.
• Elegant luxury bathroom.
• Integrated Alde heating.

• 独自のダブルパノラマのドア
• エクストララージキッチンデザイン
• 豪華なプライベートベッドルーム
• エレガントで豪華なバスルーム
• Aldeヒーティング

2021 caravans
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astella 754DP

［定置使用］

This innovative layout provides the perfect place for a couple or complete family, thanks to its home concept living room and spa sized
bathroom. Sleeping berths for 2+2 people with easy set up sofa bed.
この革新的なアットホームコンセプトのレイアウトは、カップルや家族にお勧めです。簡単にセットアップできて2+2人就寝できるソファベッド装備。
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8090 mm

2_4

9477 mm

Kg 2.500/3.000

2520 mm

silverstar
bluestar

Key features
• Large connected open living spaces.
• Exclusive design panoramic doors.
• Luxury private bedroom with
panoramic window.
• Elegant luxury bathroom.
• Easy set-up sofa bed

• オープンリビングスペース
• 独自のデザインのパノラマドア
• パノラマウィンドウのある
豪華なプライベートベッドルーム

• エレガントで豪華なバスルーム
• 簡単セットアップのソファベッド

2021 caravans
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astella 904HP

［定置使用］

The perfect layout for a family or larger group thanks to its innovative living space that offers enough
sleeping and socializing space. Sleeping berths for 2-6 people, with easy set up bunk-bed system.
この革新的で十分な就寝スペースと社交スペースを兼ね備えたレイアウトは大家族や、グループの方たちにお勧めです。
簡単にセットアップできる2～6人が就寝可能な2段ベッド装備。
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9538 mm

2_6

10922 mm

Kg 2.800/3.000

2522 mm

silverstar
bluestar

Key features
• Exclusive design, fully-equipped kitchen.
• Adria exclusive bunk-bed solution.
• Luxury private bedroom.
• Exclusive design panoramic doors.
• Integrated Alde heating.
• 設備の整った独自デザインのキッチン
• アドリア独自の2段ベッド
• 豪華なプライベートルーム
• 独自デザインのパノラマドア
• Aldeヒーティング

2021 caravans
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World-class partners

ADRIA MOBIL CYCLING TEAM

The Adria-Mobil Cycling Team are the
top Slovenian cycling team in the UCI
European Tour. For more information
visit www.adria-mobil-cycling.com
アドリアモービルサイクリングチーム
アドリアモービルサイクリングチームは、
UCIヨーロピアンツアーのスロベニアの
トップサイクリングチームです。

ADRIA RECREATIONAL VEHICLES ARE
THE CHOICE OF CHAMPIONS.
アドリアモービルは、チャンピオンに選ばれています。

PRIMOŽ ROGLIC

World-class cyclist and Adria Ambassador, from
Slovenia, fourth in the 2018 Tour de France, Tour
of Slovenia 2018 winner and third in the 2019
Giro d’Italia. Primož uses his Sonic Supreme to
support his training, competing and for holidays
with his family.
TINA MAZE

Double World Champion and double Olympic
gold medallist. One of the best skiers of all time,
Tina Maze, from Slovenia, regularly uses her Twin
Supreme to follow the snow for skiing and wind, for
windsurfing.
See our #vanlife feature at
www.adria-mobil.com
ティナ・マゼ
2度の世界チャンピオンと2度のオリンピック金メダリスト。
史上最高のスキーヤーの一人であるスロベニア出身のティナ・マゼは、
定期的にツインスプリームを使って、スキーでは雪を追いかけて、
ウィンドサーフィンでは風を追いかけています。
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プリモーツ・ログリック
ワールドクラスのサイクリストであり、
スロベニア出身のアドリアアンバサダー、
2018年ツール・ド・フランスで4位、
ツール・オブ・スロベニア2018優勝、2019年ジロ・デ・イタリアで3位。
プリモーツは、トレーニング、競技、
そして家族との休暇のためにSONIC SUPREMEを使用しています。

