The Adria Motorhome Collection

The Adria brand promise is
‘to deliver premium quality, design and value,
for memorable experiences’.

We have the best job in the world

アドリアの仕事は世界で一番だと思っています。

We create inspiration for your adventures

アドリアはお客様がワクワクする冒険ができるように

We design our motorhomes from the heart, for the soul

モーターホームを心を込めて精一杯創っています。

Designed for living

過ごしやすいようにデザインし

Designed to perform

高い性能を発揮できるように設計しています。

An innovative spirit and an obsession for quality

チャレンジ精神をもって品質にこだわっています。

We know it’s never just a vehicle, it’s part of your story

キャラバンは単なる車両ではなくお客様の人生の一部と思っています。

What are you waiting for?

迷わずにご購入ください。

アドリアブランドは
『プレミアムな品質、
デザイン、
価値のあるキャラバンで思い出に残る体験』
をお届けします。

DISCOVER MORE AT WWW.ADRIA-MOBIL.COM
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Why choose Adria?

なぜアドリアを選ぶのか

if you are seeking freedom and adventure ,
owning a motorhome is a great choice .
自由と冒険を求めているならモーターホームが最高の選択です。

y o u r

y o u r

v e h i c l e

a c c o m m o d a t i o n

Freedom and adventures when you want
it, just plan your getaways and go!

Travel with family, friends, with your things and
to your standards, in your own environment.

車両

宿 泊 場 所

自由と冒険を待ち望むとき、旅先を計画して出発しましょう！

いつもの場所でいつもと変わらず家族と友達と必要な物を
持って旅行することができます。

y o u r

y o u r

y o u r

i t i n e r a r y

a d v e n t u r e s

p e a c e

Independent travel, your own
itinerary, find your own places
away from the crowds.

Life changes with a motorhome,
offering endless possibilities
for your adventures.

Adria is one of Europe’s leading recreational
vehicle manufacturers, with over 600,000
vehicles produced since 1965.

旅 程

冒険

安心感

喧騒を離れてあなただけの場所であなただけの
旅行計画を立ててください。

あなたの冒険にあらゆる可能性をもたらす
モーターホームで人生が変わります。

アドリアはヨーロッパのモーターホーム製造を牽引する会社です。
1965年以来600,000台以上のRV車を製造してきました。

o f

m i n d

Motorhomes that inspire
the reasons for choosing adria
have never been so compelling .
アドリアを選ぶ理由には説得力があります。

PASSION.

Over fifty years of experience, skill and passion applied to every vehicle.
情熱

50年以上の経験、技術、情熱を全ての車両に注いでいます。

INSPIRED

DESIGN.

Motorhomes designed for living and designed to perform.
ワクワクするデザイン

モーターホームは過ごしやすいように実用的に設計されています。

WORLD-CLASS

MANUFACTURING.

ISO 9001 EFQM 5 star certified advanced manufacturing facilities.
世界レベルの製造

ISO 9001 & EFQM 5つ星の高度な製造設備。

SUSTAINABILIT Y.

Environmental management system certified to ISO 14001. Committed to sustainable development, prevention and
reducing environmental impacts.
環境マネジメント

環境管理システムの ISO 14001を取得し、環境への影響の予防と削減にも取り組んでいます。

PREMIUM

QUALIT Y.

World-class manufacturing and quality control techniques for durability and reliability.
プレミアム品質

耐久性と信頼できる品質管理において世界トップレベルの製造。

PEACE

OF

MIND.

Class-leading warranty, the support of over 500 Adria dealers, world-class parts supply and aftersales service.
安心のアフターサービス

保証も業界最高クラスで、世界500以上のアドリアディーラーが部品供給とアフターサービスを支えています。

AWARD-WINNING

VEHICLES.

Independent awards for design, innovation, quality and customer satisfaction.
受賞歴のある車両

デザイン、革新性、品質、顧客満足部門で受賞。
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Highlights
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Our motorhomes now feature the new Fiat Ducato, the base vehicle offering the latest in design,
performance, comfort and safety.
モーターホームには、最新のデザイン、性能、快適性、安全性を備えたベース車両である新型フィアット デュカトを採用しています。

VIEW
ONLINE

Style, performance and comfort all in one.

Highlights

Discover 360º walkthroughs,
layouts, specification technical data
and our product configurator at
www.adria-mobil.com

sonic
meet the new generation
スタイル、パフォーマンス、快適性のすべてを兼ね備えています。

Experience all-year-round style, performance
and uncompromised comfort all in one luxury tourer.
一年中使えるスタイル、パフォーマンス、妥協のない快適性を、
このラグジュアリーツアラーで体験してください。

INSPIRED DESIGN

CONTEMPORARY LIVINGSPACES

SIGNATURE FEATURES

INSPIRED SOLUTIONS

HOME-STYLE FEELING

Inspired design for great style,
performance and comfort.

Inspired, elegant spaces,
designed without compromise.

Exclusive Sonic
signature features.

Innovative features for inspired
holiday living.

Elegant, premium interiors
and a special ambiance.

革新的なデザイン

新しいリビングスペース

アドリアならではの特色

革新的なソリューション

ホームスタイルフィーリング

優れたスタイル、パフォーマンス、快適性を実現するための
実用的なデザイン。

ワクワクするエレガントな空間を
妥協することなくデザインしました。

圧倒的なSONIC独自の機能。

ワクワクする休暇を過ごすために
画期的な改良を加えました。

エレガントでプレミアムなインテリア
そして特別な雰囲気。
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Highlights
axess models join the new generation
Our best-selling motorhomes, inspired design Supreme,
Plus and Axess models, with a choice of base vehicles.
過ごしやすいように全てを設計したアドリアのベストセラーキャラバンです。

coral

matrix

Once you’ve experienced the new
generation Coral, you’ll follow the sky!
Featuring Adria’s Exclusive Design SunRoof
and contemporary living spaces at the heart
of the design.

Live your best life with the new
generation Matrix. A motorhome
which takes style and versatility
to a new level, making every day
a new adventure.

新CORALを体験したら、じっとしてはいられない！
アドリア独自のデザインのサンルーフと、
デザインの中心となる現代的なリビングスペースが特徴です。

ニュージェネレーションのMATRIXで最高の人生を。
スタイルと汎用性を新たなレベルに引き上げ、
毎日を新たな冒険に変えるモーターホーム。

FOLLOW THE SKY!
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LIVE YOUR BEST LIFE.

INSPIRED DESIGN

SIGNATURE FEATURES

HOME-STYLE FEELING

CONTEMPORARY LIVING SPACES

INSPIRED SOLUTIONS

Inspired design for great style,
performance and comfort.

Exclusive Adria
signature features.

Elegant, premium interiors
and a special ambiance.

Inspired, elegant spaces,
designed without compromise.

Innovative features for inspired
holiday living.

革新的なデザイン

特長

ホームスタイルフィーリング

新しいリビングスペース

革新的なソリューション

優れたスタイル、パフォーマンス、
快適性を実現するための実用的なデザイン。

アドリアならではの特色。

エレガントでプレミアムなインテリア
そして特別な雰囲気。

ワクワクするエレガントな空間を
妥協することなくデザインしました。

ワクワクする休暇を過ごすために
画期的な改良を加えました。

adria

2022 motorhomes

VIEW
ONLINE

Highlights

Discover 360º walkthroughs,
layouts, specification technical data
and our product configurator at
www.adria-mobil.com

base vehicles

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

The new Fiat Ducato, the base vehicle offering the latest in design,
performance, comfort and safety.
Powerful and efficient 2.2 l Multijet 3 (Euro 6.d Final) engines, a choice of
manual or automatic gearbox (from 140 HP on), the latest exterior and
interior styling, including new cabin, dashboard, infotainment systems, driver
and safety aids.
ベース車両の新型フィアット デュカトは、最新のデザイン、パフォーマンス、快適性、安全性を提供します。
パワフルで高効率な2.2l Multijet 3 (Euro6.d Final)エンジン、
マニュアルまたはオートマチックのギアボックスの選択（140馬力から）、最新のエクステリアとインテリアのスタイリング、
新しいキャビン、
ダッシュボード、
インフォテインメントシステム、
ドライバーおよび安全補助装置などです。
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Designed for living
DETAILS MATTER

All of our motorhomes are designed for living, where the details matter
and every centimetre really 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.
アドリアのモーターホーム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。

VIEW
ONLINE

Discover 360º walkthroughs,
layouts, specification technical data
and our product configurator at
www.adria-mobil.com
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living
Contemporary living spaces quality furniture, a selection
of furniture finishes and choice of textiles and soft furnishings.
高品質の家具、選べるテキスタイルとクッションを備えた現代的なリビングスペース。
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kitchens
Inspiring kitchen designs based on ergonomic principles, with style,
great space and functionality, matched with the best appliances.
キッチンは人間工学に基づいてデザインされスタイリッシュで、素敵な空間と機能性に優れ、
最高の設備が用意されています。
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bathrooms
Hotel-style, practical bathrooms with quality fittings and touches of luxury.
ホテルスタイルで実用性のあるバスルームには高品質の備品があり高級感もあります。
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bedrooms
A choice of sleeping solutions, with easy to access beds with
optimised dimensions, lighting design and really comfortable
mattresses. Light-weight construction, electrically operated
front lift beds (model dependent).
就寝スペースはよりアクセスしやすく、空間を効率的に使い、
ライトや快適なマットレスが完備されました。
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Sleep well
We offer a range of premium quality mattresses giving great comfort and
support. Featuring high resistance foam construction, easy-care fabric and
natural protection against bacteria, odours and static.
プレミアム品質のマットレスを採用し心地よい眠りをご提供します。
反発のあるマットレスでお手入れも簡単です。バクテリアやにおい、静電気も自然に抑えます。

SILVER PROTECTION

FABRIC

air knitted fabric

zipper

washable 40°

エアーニット生地

ジッパー

洗濯温度
40℃まで

drying on air

(not in machine)

100% natural
100%ナチュラル

non- toxic

無 害

anti-static

静電気防止

antibacterial

抗 菌

anti-odor

防 臭

ドライ乾燥
（乾燥機不可）
2022 motorhomes
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storage

Large volume optimized storage throughout, including
large accessible garages with power and lights.
電源と照明を備えたアクセス可能な大型ガレージを含む、全体的に最適化された大容量のストレージ。
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lighting

multimedia

Control your ambience with smart lighting,
with spot, LED and ambient lighting.

Inspired entertainment solutions, including USB ports,
sound systems and Bluetooth® amplifiers.

調光可能なスポットライトやLEDライト、間接照明で雰囲気を自在に調節できます。

USBポート、サウンドシステム、Bluetoothアンプ付きの画期的で便利なエンターテイメント機能。

2022 motorhomes

adria

17

Designed to perform
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Real world performance
All Adria motorhomes 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.
アドリアのモーターホームは実用性に富んだ設計です。
安全性、快適性、楽しさを保証するために熟考された設計、開発、試験がされています。楽しむためにかつ長持ちするように設計されています。

1_INSPIRED DESIGN. ［インテリジェント・デザイン］
Exclusive exterior styling with dynamic front profiles, stylish rear walls and signature
features such as the Adria exclusive design features 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,
with no cold-spots.

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・エクスクルーシブ・デザインなどの特徴的な機能を備えた

アドリアの洗練されたエアフローシステムは、
すべての車両で空気の流れと換気が良く、
「冷たい場所」
はありません。

エクステリアスタイリングを多くのモデルに採用しています。

2_BASE VEHICLES. ［ベース車両］
Perfect integration with the base vehicle, with a choice of Fiat and Citroën depending
on the model you select. The latest Euro 6 engines and a range of driver and safety aids.

7_WINDOWS & DOORS. ［窓およびドア］
Large, advanced design panoramic windows with built-in features. Exclusive SunRoof
design (Coral). All windows and doors integrated to ensure optimum natural lighting, ventilation,
privacy and security.

フィアットのベース車両と完璧に統合し、最新のEURO６適合エンジンに加え、

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、最適の自然採光、換気、

より安全で快適な運転をアシストする一連のドライバー便利機能を搭載いたしました。

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。

3_BODY CONSTRUCTION.［ボディ構造］
Adria’s unique ‘Comprex’ body construction combines the torsional strength of wood,
the durability of polyester and the moisture-stopping properties of polyurethane.

8_FURNITURE & STORAGE. ［家具および収納］
Craftsman-built cabinetry integrated with heating and air flow for optimum thermal efficiency.
Large garage design, with light and power and great storage solutions inside.

アドリアの“コンプレックス
（複合）
”ボディ構造は、木材特有のねじれ強度、
ポリエステル樹脂の持つ耐久性と、

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。大型収納庫に照明と電源を兼ね備えています。

ポリウレタンの樹脂の断熱及び防湿特性を構造に組み合わせたものです。

4_CLIMATE CONTROL. ［空調システム］
Designed for living all year round, with optimized heating efficiency by Truma and Alde.
Precisely engineered and tested to extremes in our climate chamber.

9_COMFORT. ［快適性と安全性］
Contemporary living spaces with optimized space and functionality for comfortable living
and a home-style feeling.
現代的な生活空間では、快適に過ごすことができるように、家庭的な雰囲気の空間と機能性を備えています。

高い技術力と独自の気象研究室でテストされたTrumaもしくはAldeでヒーターの効果を最適化し一年中快適にお過ごしいただけます。

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’.
大きなビルトインのパノラマウィンドウ。窓とドアは車両ボディと一体化して自然光を取り入れ、換気、
プライバシーと安全性に優れています。

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,
a dealer network of over 500 dealers, and efficient after sales and parts service,
with roadside assistance, where provided by the base vehicle manufacturer.
業界最高クラスの一般保証2年と雨漏れ保証7年を標準装備し、500以上のディーラーネットワーク、効率的なアフターセールスとパーツ
サービス、
ロードサイドアシスタンス
（ベース車両メーカーが提供している場合）
を提供しています。
※ 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.
一部機能は使えないモデルもあります。詳しくはホームページでモデルの諸元やテクニカルデータをご確認ください。※お住いの国によって使用できる機能は異なります。
2022 motorhomes
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Body construction

ボディ構造

Adria motorhomes have a reputation
for being robustly built,
which reflects our approach
to design, construction and
quality management.

1 composite wood panel
複合ウッドパネル

2 polyurethane sealing

Adria’s unique ‘Comprex’ construction
combines the torsional
strength of wood, the durability
of polyurethane and the
moisture-stopping properties
of polyester.

ポリウレタン系シーリング

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）

アドリアのモーターホームは、
設計、施工、品質管理に対するアプローチに反映して、
頑丈に作られていることで定評があります。
アドリア独自の“コンプレックス
（複合）”ボディ構造は、
木材のねじり強度、
ポリウレタンの耐久性、
ポリエステルの防湿性を組み合わせたものです。

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

6 XPS Styrofoam insulation foam

TECHNOLOGY

XPSスタイロフォーム断熱材

7 Reinforced hardwood profile

Advanced technologies are used in
manufacturing, including Plasmatreat,
a robotized process which cleans and
applies adhesive for perfect aperture
sealing.
製造過程ではプラズマ処理などの
高度な技術が使われています。
プラズマ処理により自動化された作業で
接着剤を洗浄して塗布し、
完全に窓のシーリングをすることができます。

強化ハードウッド桟

DOUBLE FLOOR
Please check www.adria-mobil.com for individual model specifications and technical details.
*conditions apply see website for details.
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Climate control

空調システム

Our motorhomes are built to Adria ‘thermo-build’ standards, making them
suitable for use all year round. Featuring advanced insulation materials, precisely
engineered heating design and Adria Air Flow System for ventilation and
optimum circulation of air, cooling and heating.
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, integrated
shading, screens and thermo-shielding in our panoramic windows. Optional air
conditioning
is also available.
アドリアのモーターホームは“サーモビルド規格”で作られていて、一年中快適にお使いいただけます。
高品質の断熱材と精密に設計された暖房、
アドリアのエアフローシステムにより
換気と冷暖房の循環が最適化されています。
全ての車両は、独自の気象研究室で-40度から60度、
また30度から60度の間で45％から80％の湿度の環境下で試験を受けています。
暖かい環境下では、換気の良さとパノラマウィンドウのサーモシェードやスクリーンで快適さを保てます。
オプションでエアコンも追加注文可能です。

HEATING
Truma warm air heating or Alde
liquid based central heating, which
distributes heat evenly throughout
the motorhome. Optional electrical
floor heating also available.
暖房
モーターホーム全体に均等に熱を供給する
AldeヒーターまたはTrumaヒーター。
オプションでACフロアヒーティングもご用意しています。

POWER PACK
Enjoy more autonomy with our
optional Power Pack, including
high performance Solar Panels
and LiFE PO4 lithium battery.
高性能ソーラーパネルと
LIFE PO4リチウム電池をセットにした
パワーパックをオプションで用意し、
より自律的な活動が可能になります。

*Some features may not be available on all models. Please check www.adria-mobil.com for individual model specifications and technical details.
一部機能は使えないモデルもあります。詳しくはホームページでモデルの諸元やテクニカルデータをご確認ください。※お住いの国によって使用できる機能は異なります。
2022 motorhomes
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Fiat Ducato
Choose the new Fiat Ducato, the base vehicle offering the latest in design, performance, comfort and safety.
Powerful and efficient 2.2 l Multijet 3 (Euro 6.d Final) engines, at 120 HP, 140 HP, Power 160 HP and Power 180 HP.
A choice of manual or automatic gearbox (from 140 HP on), the latest exterior and interior styling, including new cabin,
dashboard, infotainment systems, driver and safety aids.

Base Vehicles

ベース車両

We choose the base vehicle and chassis for
each motorhome for the best torsional strength,
performance dynamics and interior living space
design.

INTERIOR FEATURES

All vehicles offer the latest Euro 6 engines,
advanced driver and safety aids.
モーターホーム/バンのベースとなる車両とシャシーは、ねじれ強度、
パフォーマンスダイナミクス、室内居住空間のデザインなどを考慮して、
それぞれに最適なものを選んでいます。
すべての車両は、最新のEuro6エンジン、
先進のドライバー＆セーフティエイドを提供しています。

New interior styling with new dashboard, gear-knob
and steering wheel, digital instrument cluster, new
multimedia and driver assistance systems.
新しいダッシュボード、
ギアノブ、
ステアリングホイール、
デジタルインストルメントク
ラスター、新しいマルチメディア、
ドライバーアシスタンスシステムなどの新しいイン
テリアスタイル。

FIAT DUCATO LOW
PROFILE CHASSIS
Proven chassis with the following features:
• Rigid rear axle with longitudinal parabolic leaf
springs, & telescopic dampers.
• Up-to 4,400 kg MPTLM.
• 16" wheels optional for Light Chassis models.
次のような特徴を持つ、実績のあるシャシー
● リジッドリヤアクスル、縦型パラボリックリープスプリング、
テレスコピックダンパー。
● 最大4,400kgのMPTLMに対応。
● ライトシャシーモデルには16インチホイールをオプション設定。
最大4,400kgまでのMPTLM。

22

adria

2022 motorhomes

EXTERIOR FEATURES

New exterior styling with new front grill, and many features available including full LED lights, black trim skid-plate
and fog-lights with cornering function.
新しいフロントグリルを採用した新しいエクステリアスタイルで、フルLEDライト、ブラックトリムスキッドプレート、コーナリング機能付きフォグランプなど多くの装備を用意しました。

16" Light chassis alloy wheels

16" Light chassis alloy wheels

16" Heavy chassis alloy wheels

16" Heavy chassis alloy wheels /
9 Automatic Transmission

Citroën Jumper vs. Fiat Ducato
Citroën

Fiat

Restyled exterior

no

yes

Driver airbag

s

s

Restyled interior

no

yes

Co-driver airbag

s

s

analog

digital

DESIGN

Cluster type

Citroën

Fiat

STANDARD EQUIPMENT

ENIGINES

Central locking

s

s

ABS

s

s

ESP

s

s

standard

120 HDi**

120 Multijet3

2nd level

140 HDi

140 Multijet3

Manual air condition

s

s

3rd level

165 HDi

160 Multijet3

Electrical mirror

s

s

180 MultiJet3

4rd level
WHEELS
Light chassis
Heavy chassis / 9AT gearbox

15" (s) / 16" (o)

15" (s) / 16" (o)

16" (s)

16" (s)

GEARBOX
Manual

6-speed

Automatic

Some features may not be available on some models. Various packages are available,
please see your Adria dealer or go to www.adria-mobil.com for details.
一部機能は使えないモデルもあります。詳しくはホームページでモデルの諸元やテクニカルデータをご確認ください。
※お住いの国によって使用できる機能は異なります。

Captain chair

s

s

Crusie control & speed limiter

s

s

Phone / tablet holder

s

s

DAB antenna + 4 speakers

s

s

Stop & start

s

s

6-speed

Fuel tank (all except Compact)

90 l

60 l (s) / 90 (o)

9-speed

Fuel tank (Compact)

90 l

75 l (s) / 90 l (o)

Phone / tablet holder

s

s

Fix & go kit

s

s

Wheel covers

s

s

Composite leaf springs

-

s*

Tyre preassure sensor

s

o

s standard

o optional

*Not on Coral XL models.

** Not on Compact models.

2022 motorhomes
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page
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64

page

CORAL
SUPREME

CORAL
PLUS

CORAL
AXESS

CORAL XL
PLUS

c o m p a c t

82

v a n
page

90

page

C O M PA C T
SUPREME

TWIN
SUPREME

C O M PA C T
PLUS

TWIN
PLUS

100

TWIN
SPORTS
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Style, performance and comfort all in one.
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THE NEW
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M E E T T H E N E W G E N E R AT I O N
Premium integrated motorhomes with distinctive styling, exclusive front mask and rear wall design.
Durable ‘Comprex’ body construction in ‘silver’ or white. Feel at home in the elegant, contemporary living
spaces offering uncompromised comfort, all-year-round.

s

l

SONIC

t

Style, performance and comfort all in one.
プレミアム・インテグレートモーターホームは、個性的なスタイリング、独自のフロントマスクとリヤウォールのデザインが特徴です。
耐久性に優れたアドリア独自の“コンプレックス
（複合）”ボディ構造を採用し、
カラーは「シルバー」
と
「ホワイト」の2色。
エレガントでコンテンポラリーな居住空間は、1年を通して快適に過ごすことができます。

700 DC
700 DL
700 SL

700 SL
600 SL

SONIC SUPREME

SONIC PLUS

2022 motorhomes
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VIEW
ONLINE

Discover 360º walkthroughs,
layouts, specification technical data
and our product configurator at
www.adria-mobil.com

INSPIRED DESIGN
革新的なデザイン

Inspired design for great style,
performance and comfort.
優れたスタイル、
パフォーマンス、
快適性を実現するための実用的なデザイン。

Exterior features
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1 STYLISH, aerodynamic exterior with large panoramic window.

1 大型のパノラミックウィンドウを備えたスタイリッシュでエアロダイナミックなエクステリア。

2 EXCLUSIVE FRONT mask and exterior graphics.

2 アドリア独自のフロントマスクとエクステリアグラフィック。

3 REAR WALL with airflow diffuser, bumper and LED multifunctional lights.

3 リヤウォールには、エアフローディフューザー、バンパー、LEDマルチファンクションライトを装備。

4 COMPREX BODY construction in ‘silver’ or white on Fiat low-frame chassis.

4 フィアットのローフレームシャシーに「シルバー」または「ホワイト」のコンプレックスボディ構造を採用。

5 GARAGE with two doors, power sockets and LED lights.

5 リヤ収納庫には2つのドア、電源コンセント、LED照明があります。

6 WIDE HABITATION DOOR (650mm) with integrated storage container.

6 幅広のエントランスドア（650mm）には収納コンテナが内蔵されています。

7 LARGE PANORAMIC window and sidewall Seitz S4 windows.

7 パノラマウィンドウとサイドウォールのSEITZ S4ウィンドウ。

8 CENTRAL SERVICE AREA for easy utility connections.

8 セントラルサービスボックスは、ユーティリティーの接続を容易にします。

s o n i c

SIGNATURE FEATURES
アドリアならではの特色

DOUBLE FLOOR

Exclusive Sonic signature features
for luxury touring.

Double floor provides a single
level floor throughout and 13 cm
underfloor space, for integrated
utilities, insulation and extra storage.

贅沢なツーリングを実現する、SONIC独自の他にない装備。

ダブルフロアー
ダブルフロアーにすることで段差を無くし、
床下13cmのスペースにユーティリティ、
断熱材、収納スペースを確保することができました。

PANORAMIC WINDOW
Large panoramic window for a light and
spacious loft-feeling, with integrated blinds,
just open for extra ventilation.
パノラマウィンドウ
新しいパノラマウィンドウは、従来よりも15％大きくなり、
室内が明るく広々と感じられるようになりました。
ブラインドと一体化したデザインで、換気のために開閉ができます。

PERFORMANCE CHASSIS
Fiat Ducato low frame chassis enables double
floor and provides more strength.
高性能シャシー
フィアット デュカトのローフレームシャシーは、
ダブルフロアを可能にし、
より高い強度を実現しています。

LED LIGHTS

EXTERIOR GRAPHICS

Exclusive LED multifunctional rear lights
for automotive style and functionality.

Automotive style graphics and chrome
badges.

LED 照明

外装グラフィック

新しいデザインの多機能LEDリヤライト。

オートモーティブスタイルのグラフィックとクロームバッジ。
2022 motorhomes
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HOME-STYLE FEELING
Comfortable home environment with
great living spaces and practical features,
complemented by a new selection of
textiles and soft furnishings.
素晴らしい居住空間と実用的な機能を備えた快適な家庭環境に、
新しいテキスタイルとソフトファニッシングのセレクションが加わりました。

•
Loft interior feeling with open-plan living and
large panoramic window.
•
Lighting system for controllable ambiance.
•
Multimedia entertainment including sound
system with hidden speakers.
•
Organized storage with dedicated spaces
for personal items.
•
Heating by Truma and Alde
•

開放感のあるリビングと大きなパノラマウィンドウで
ロフトのようなインテリアを実現。

•

雰囲気をコントロールできる照明システム。

•

隠れたスピーカーを備えたサウンドシステムを含む
マルチメディアエンターテインメント。

•

身の回りの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。

•

TrumaとAldeのヒーティング。
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Interior features

I. Large panoramic
window with shading,
open for ventilation.

II. Lightweight construction III. Living spaces, on single IV. S-Line kitchen, with
front pull-down bed.
level floor throughout,
large worktop, storage
above double floor.
and the best appliances.

V. Bathroom design for
more space and comfort,
with hidden heating.

VI. Large bedroom
in a choice of bed
formats, with high quality
mattresses.

VII. Multimedia wall, with
TV holder, USB port and
phone charging surface.

遮光性のある大きなパノラミックウィンドウ
は、換気のために開閉できます。

軽量構造のフロントプルダウン式ベッド。

広さと快適さを追求した
バスルームデザイン、隠れた暖房機能。

広々としたベッドルームには、
高品質のマットレスを使用しています。

TVホルダー、USBポート、携帯電話の
充電機能を備えたマルチメディアウォール。

リビングスペースは、段差がなく
ダブルフロアーになっています。

広い作業スペース、収納、
最高の設備を備えたS-Lineキッチン。

2022 motorhomes
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KITCHEN

キッチン

BATHROOM

バスルーム

S-Line kitchen, with LED window lining, offers more
worktop space, more storage and the best appliances.

S-Lineキッチンは、LEDウィンドウライニングを採用することで
より広い作業スペース、
より多くの収納、
そして最高の設備を提供します。

Luxurious bathroom design for more space and
comfort.

贅沢なバスルームデザインで、
より広々とした快適な空間を。

•
•
•
•
•

● 3口コンロ、広い作業スペースとシンク。

•
•
•
•

● 広々としたバスルームには、実用的な洗面台を設置。

● スリムなラミネート加工のFENIX NTM®の作業台。
● ソフトクロージング機能付きの大容量収納引き出し。
● 142Lスリム冷蔵庫。

Large spacious bathroom, with practical wash stand.
Mirror with spotlights and storage for personal items.
Shower with elegant shower wall, heating and ventilation.
Direct access to the wardrobe.

● スポットライト付きの鏡と身の回り品が納めれる収納。
● エレガントなシャワーウォール、暖房、換気機能付きのシャワー。
● ワードローブに直接アクセスできます。

● オーブン、
ネスプレッソ®システムコーヒーメーカー
（日本棚のみ標準装備）
。

Supreme_Moro

Three burner cooker, large worktop space and sink.
Slim solid laminate FENIX NTM® worktop.
Large storage drawers with soft-closing.
142 l slim absorption fridge.
Oven and Nespresso® system coffee maker (options).

2022 motorhomes
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FRONT LIFT BED
Front lift bed perfectly integrated
with easy access, good lighting and
ventilation. Larger bed 1500 x 1900 mm,
light weight construction, with generous
standing height when not in use.
フロントリフトベッド
フロントリフトベッドは、
アクセスしやすく、
優れた照明と通気性を備えた完全な統合型です。
大きめのベッドは1900×1500mm、
軽量構造で、使用していないときは立ち上がっても
余裕のある高さになっています。

BEDROOM
Large, luxurious rear bedroom design,
with all formats of bed for a great night’s
sleep.
•
•
•
•

Quality sprung beds and mattresses.
Elegant storage solutions.
Controllable lighting for ambiance.
USB ports.

ベッドルーム
広くて豪華なリヤベッドルームのデザイン、
すべてのレイアウトのベッドで快眠を実現。
● 高品質ベッドとマットレス。
● エレガントになった収納スペース。
● 雰囲気を演出するコントロール可能な照明。
● USBポート。

2022 motorhomes
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CONTEMPORARY LIVING SPACES
Everything is designed for the ultimate holiday living experience.

LIVING ROOM
Contemporary design living room with low separation wall
and open-plan feeling.
•
Loft-feeling with open-plan living room.
•
Panoramic window with shading and ventilation.
•
Home-style dinette with comfortable seating.
•
Controllable lighting with LED and spot lights.
•
Large dinette with side sofa and adjustable table.
現代的なデザインのリビングルームは、仕切りの少ない開放感のある空間です。

•

ロフトのような開放感のあるリビングルーム。

•

遮光性と通風性を備えたパノラミックウィンドウ。

•

ゆったりと座れるホームスタイルのダイネット。

•

LEDとスポットライトで制御可能な照明。

•

サイドソファと調整可能なテーブルを備えた大型ダイネット。
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SONIC
IS AVAILABLE WITH A CHOICE OF FURNITURE STYLES.

Sonic Supreme
can be ordered with Cashmere design, a lighter colour finish,
which with the LED back lighting, accentuates the more modern
contemporary feeling.
Sonic Supreme is also available with Moro design, a darker finish,
which with the LED back lighting, gives a more traditional feeling.
SONIC SUPREMEは、明るめの色調であるCashmereデザインでのオーダーが可能で、
LEDバックライトとの組み合わせにより、
よりモダンで現代的な感覚を強調することができます。
また、SONIC SUPREMEにはMoroデザインがあり、
LEDバックライトと合わせてより伝統的な雰囲気を醸し出しています。

Sonic Plus
can be ordered with Alpine White design, which with the LED
backlights, gives a really fresh interior feeling. Sonic Plus is also
available with Naturale design, a light wood style finish, which with
the LED backlighting, gives a more Scandinavian feeling.
Sonic Plusは、LEDバックライトとの組み合わせで
爽やかなインテリア感を演出するアAlpine Whiteデザインでのオーダーが可能です。
また、Sonic Plusには、LEDバックライトとの組み合わせで、
より北欧の雰囲気を醸し出すライトウッド調のNaturaleデザインも用意されています。

Plus_Naturale

2022 motorhomes
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INSPIRED SOLUTIONS
Innovative solutions for inspired living
all-year round.

MULTIMEDIA
Enjoy more connected living, with digital control
panel and a range of multimedia solutions including
high quality sound system with hidden speakers,
Bluetooth® amplifier, TV point and holder, phone
charging surface and multiple USB ports.
マルチメディア
デジタルコントロールパネルや、隠れたスピーカーを備えた高品質のサウンドシステム、
Bluetooth®アンプ、
テレビホルダー、携帯電話の充電台、複数のUSBポートなど、
さま
ざまなマルチメディアソリューションで、
よりつながりのある生活を楽しむことができます。

LIGHTING

COFFEE MACHINE

Intuitive light management.

Nespresso® system coffee machine for
perfect coffee every time.

照明
簡単操作のライト。

コーヒーマシン
Nespresso® ネスプレッソシステムコーヒーマシンで、
いつでも完璧なコーヒーを。
（専用棚のみ日本仕様標準）
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STORAGE
Large garage 120 cm height (model dependent), two doors,
220v / 12v connectors and LED lights.
Habitation door with quiet, smooth operation and multifunctional storage container.
Concave overhead cupboards with illuminated
profile and easy to open mechanism.
Large wardrobe design and kitchen with large capacity
drawers and utensils track.
収納
高さ120cm
（モデルにより異なる）
の大型リヤ収納庫、
2つのドア、220V╱12Vコネクター、LEDライト。
静かでスムーズな動作の多機能収納付エントランスドア。
簡単に開けられるメカニズムを備えた凹型の照明付き上部カップボード。
大容量の引き出しと調理器具用トラックを備えたキッチンと大型ワードローブ。

UTILITIES
Central Service Area for easy utility
connections and newly located and
insulated fresh water tank, with115l
volume capacity.
ユーティリティ
ユーティリティの接続が容易になり、115Lもの容積容量のあ
る新しいセントラルサービスボックスが配置されました。

PULL-OUT & FOLDING SEATS
Available on DL and DC layouts.
引き出し式＆折りたたみ式シート
DLレイアウト、DCレイアウトで設定可能。

2022 motorhomes
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l a y o u t s

3

4

700 DL
L 7485 (mm)
W 2320 (mm)

3

4+1

4+1

600 SL
L 6990 (mm)
W 2320 (mm)

4

4+1

700 SL
L 7485 (mm)
W 2320 (mm)

3

4+1

SONIC supreme

700 DC
L 7485 (mm)
W 2320 (mm)

4

SONIC plus

700 SL
L 7485 (mm)
W 2320 (mm)
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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

s o n i c

KEY data

LENGTH
7485 mm
WIDTH
2320 mm
HEIGHT
2950 mm

l a y o u t s

KEY features

WEIGHT
4400 kg
FIAT 6D ENGINE
2,2 180 HP

• Adria ‘Comprex’ construction with
‘silver’ body and large panorama.
• Lightweight front lift bed, smooth
operation and easy access.
• Choice of furniture style, textiles
and soft furnishings.

• Contemporary living spaces,
kitchen, dinette, bathroom and
bedroom.
• Multimedia wall, with TV holder,
USB port and phone charging
surface.

• Large garage with two doors,
power sockets and LED lights.
• Alde heating.

• アドリア独自の“コンプレックス
（複合）
”ボディ構造

• 現代的なリビングスペース、
キッチン、
ダイネット、
バ

• 2つのドア、電源コンセント、LEDライトを備えた大

のシルバーボディと大パノラマ。
• 軽量のフロントリフトベッド、
スムーズな操作でアク
セスが容易。

スルーム、
ベッドルーム。
• TVホルダー、USBポート、携帯電話充電台を備え

型リヤ収納庫。
• Aldeヒーティング。

たマルチメディアウォール。

• 家具スタイル、
テキスタイル、
ソフトファニッシング
の選択。

LENGTH
6990 - 7485 mm
WIDTH
2320 mm
HEIGHT
2950 - 2990 mm

WEIGHT
4400 kg
FIAT 6D ENGINE
2,2 180 HP

• Adria ‘Comprex’ construction with
white body and large panorama.
• Lightweight front lift bed, smooth
operation and easy access.
• Choice of furniture style, textiles
and soft furnishings.

• Contemporary living spaces,
kitchen, dinette, bathroom and
bedroom.
• Multimedia wall, with TV holder,
USB port and phone charging
surface.

• Large garage with two doors,
power sockets and LED lights.
• Trumaheating.

• アドリア独自の“コンプレックス
（複合）
”ボディ構造

• 現代的なリビングスペース、
キッチン、
ダイネット、
バ

• 2つのドア、電源コンセント、LEDライトを備えた大

のシルバーボディと大パノラマ。
• 軽量のフロントリフトベッド、
スムーズな操作でアク
セスが容易。

スルーム、
ベッドルーム。
• TVホルダー、USBポート、携帯電話充電台を備え

型リヤ収納庫。
• Trumaヒーティング。

たマルチメディアウォール。

• 家具スタイル、
テキスタイル、
ソフトファニッシング
の選択。

2022 motorhomes
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s t y l i n g

SONIC plus

SONIC supreme

EXTERIOR
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INTERIOR
CASHMERE

MORO

ALPINE WHITE

NATURALE

SILVER METALLIC

WHITE

s o n i c

TEXTILE selection

s t y l i n g

LEATHER selection

ARNO (standard)

CECIL

LEATHER CHARLES

AUDREY

MABEL

LEATHER EDWARD

LEATHER HARRY

BERNICE

2022 motorhomes
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MEET
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M E E T T H E N E W G E N E R AT I O N

i

ab

M AT R I X

a

l

u

t

Supreme, Plus and Axess models. The most versatile motorhome to live your best life. Practical features and contemporary living spaces
at the heart of the design, the Matrix sets the benchmarks for style, technology, comfort and practicality.
It’s time to live your best life.
SUPREME、PLUS、AXESSの各モデル。最高の人生を送るための最も汎用性の高いモーターホームです。
実用的な機能と現代的な居住空間をデザインの中心に据えたMATRIxは、スタイル、テクノロジー、快適性、実用性の基準を打ち立てます。
最高の人生を送る時が来ました。

670 SL
670 DL

670 SL
600 SL

M AT R I X S U P R E M E

M AT R I X P L U S

M AT R I X A X E S S
2022 motorhomes
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VIEW
ONLINE

Discover 360º walkthroughs,
layouts, specification technical data
and our product configurator at
www.adria-mobil.com

INSPIRED DESIGN
Inspired design with outstanding versatility,
making every day a new adventure.
インスピレーションに満ちたデザインと優れた汎用性で、
毎日が新しい冒険になる。

Exterior features
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1 SLEEK EXTERIOR profile and front cap with integrated lights.

1 流麗なエクステリアプロファイルとライトを内蔵したフロントキャップ。

2 REAR WALL with airflow diffuser, bumper and Hella LED lights.

2 エアフローディフューザー、バンパー、HELLA LEDライトを備えたリヤウォール。

3 EXTERIOR GRAPHICS.

3 エクステリアグラフィックス。

4 ADRIA ‘COMPREX’ body construction in ‘silver’ or white.

4 アドリア独自の“コンプレックス
（複合）”ボディ構造。
（「シルバー」
または「ホワイト」）

5 GARAGE with two doors, power sockets and LED lights.

5 2つのドア、電源ソケット、LEDライトを備えたリヤ収納庫。

6 WIDE HABITATION door with integrated storage container.

6 幅広のエントランスドアには収納コンテナを内蔵。

7 LARGE PANORAMIC window and side wall Seitz S4 windows.

7 大型パノラマウィンドウとサイドウォールのSEITZ S4ウィンドウ。

8 CENTRAL SERVICE AREA for easy utility connections.

8 ユーティリティの接続が容易なセントラルサービスエリア。

m a t r i x

SIGNATURE FEATURES
Exclusive Matrix signature features
for a really versatile vehicle.
DOUBLE FLOOR

MATRIXの特徴的な機能を搭載した、汎用性の高い車両です。

Double floor provides a single
level floor throughout and 13 cm
underfloor space for integrated
utilities, insulation and extra
storage.
ダブルフロアー
ダブルフロアーにすることで、
段差を無くし、
床下13cmのスペースにユーティリティ、
断熱材、収納スペースを確保することができました。

PANORAMIC WINDOW
Large panoramic window for a light and
spacious feeling, with integrated blinds and
open for extra ventilation.
パノラマウィンドウ
新しいパノラマウィンドウは、従来よりも15％大きくなり、
室内が明るく広々と感じられるようになりました。
ブラインドと一体化したデザインで、換気のために開閉ができます。

LED LIGHTS
Exclusive Hella LED multifunctional rear lights
(Plus & Supreme), modular LEDs (Axess), for
automotive style and functionality.

EXTERIOR GRAPHICS
Sporty exterior graphics.
エクステリアグラフィック
スポーティなエクステリアグラフィック。

LEDライト
専用のHella LED多機能リヤランプ
（Plus & Supreme）
、
モジュール式LED
（Axess）
を採用し、
自動車のスタイルと機能性を追求しています。
2022 motorhomes
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Interior features

HOME-STYLE FEELING
Comfortable home environment
with great living spaces and practical
features, complemented by a new selection
of textiles and soft furnishings.
素晴らしい居住空間と実用的な機能を備えた快適な家庭環境に、
新しいテキスタイルとソフトファニッシングのセレクションが加わりました。

•
Loft interior with open-plan living space and
panorama window.
•
Lighting system for controllable ambiance.
•
Sound system with hidden speakers.
•
Organized storage, dedicated spaces for
personal items.
•
Heating by Truma and Alde (Supreme & Plus).
•

開放的なリビングスペースとパノラマウィンドウを備えた
ロフトのインテリア。

•

雰囲気をコントロールできる照明システム。

•

隠しスピーカーを備えたサウンドシステム。

•

整理された収納、個人的なアイテムのための専用スペース。

•

TrumaとAldeのヒーティング
（Supreme & Plus）
。
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Interior features

I. Large panoramic
window with shading,
open for ventilation.

II. Lightweight construction III. Contemporary living
front lift-bed.
spaces, on single level on
double floor.

IV. S-Line kitchen,
with large worktop,
storage and the best
appliances.

V. Bathroom design for
more space and comfort.

VI. Large bedroom in a
choice of bed formats,
all with high quality
mattresses.

VII. Multimedia wall, TV
holder, USB port and
phone charging surface.

遮光性のある大きなパノラミックウィンド
ウ、換気のために開閉できます。

軽量構造のフロントリフトベッド。

広い作業台スペース、収納、
最高の設備を備えたS-Lineキッチン。

より広く、
より快適に過ごせる
バスルームデザイン。

広々としたベッドルームには、
高品質のマットレスを使用した
様々なレイアウトが用意されています。

マルチメディアウォール、TVホルダー、
USBポート、携帯電話充電面。

現代的なリビングスペースは、
ダブルフロアーで段差がありません。

2022 motorhomes

adria
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KITCHEN

キッチン

BATHROOM

バスルーム

The S-Line kitchen, offers more worktop space,
more storage and the best appliances.

S-Lineキッチンは、
より広い作業台スペースと充実した
収納と最高の設備を備えています。

Bathroom design for more space
and comfort.

より広く、
より快適なバスルームデザイン。

•
•
•
•
•

● 3口コンロとオプションのオーブン。

•
•
•
•

● 広々としたバスルーム。

Three burner stove and optional oven.
Slim solid laminate FENIX NTM® worktop.
Large storage, soft-closing drawers.
142 l slim absorption fridge.
Oven and Nespresso® system coffee maker (options).

● スリムなFENIX NTM®ラミネートの作業台。
● 大容量の収納、
ソフトクロージング式の引き出し。
● 142Lスリム型冷蔵庫。
● ネスプレッソ®システムコーヒーメーカー
（オプション）
。

Large spacious bathroom.
Mirror with spotlights.
Storage for personal items.
Shower with elegant shower wall and
ventilation.

● スポットライト付きミラー。
● 身の回りの物を収めることができる収納。
● エレガントなシャワーウォールと換気口付きのシャワー。

2022 motorhomes
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Rear bedroom designs, with all formats
of bed, for a great night’s sleep. Large
rear bedroom in a choice of bed formats
•
•
•
•
•

Quality mattresses for great comfort.
Underbed and overhead storage.
Bedside cupboards.
Spotlights.
USB ports.

Axess_Cashmere

BEDROOM

ベッドルーム
リヤベッドルームは最高の眠りを提供できるように
デザインされています。
● 上質なマットレスで最高の寝心地を。
● ベッド下と上の収納。
● ベッドサイドに棚。
● スポットライト。
● USBポート。

FRONT LIFT BED
Front lift bed perfectly integrated
with easy access, great lighting and
ventilation. Larger bed 1300 x 2000 mm,
light weight construction, with generous
standing height when not in use.
フロントリフトベッド

Plus_Naturale

フロントリフトベッドは、
アクセスしやすく、
優れた照明と通気性を備えた完全な統合型です。
大きめのベッドは1,300×2,000mm、
軽量構造で、使用していないときは立ち上がっても
余裕のある高さになっています。

2022 motorhomes
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CONTEMPORARY LIVING SPACES
Everything is designed around the way you want to live.
素晴らしい居住空間と実用的な機能を備えた快適な家庭環境に、
新しいテキスタイルとソフトファニッシングのセレクションが加わりました。

LIVING ROOM
Open plan design living room with low separation wall and
multimedia wall for entertainment.
•
Loft interior feeling with open-plan living space.
•
Panoramic window with shading and ventilation.
•
Large dinette with side sofa and adjustable table.
•
Controllable lighting with LED and spot lights.
開放的なリビングルームには、低めに設定された壁とマルチメディアウォールが設置されています。

•

開放的なリビングでロフトのような感覚を味わえます。

•

遮光性と通気性に優れたパノラマウィンドウ。

•

サイドソファと調整可能なテーブルを備えた大型ダイネット。

•

LEDとスポットライトで制御可能な照明。
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Supreme_Moro

Plus_Alpine White

Axess_Alpine White

Plus_Naturale

Axess_Naturale

m a t r i x
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INSPIRED SOLUTIONS
Innovative solutions
for inspired living.

MULTIMEDIA
Multimedia wall, with TV holder (up to 32’’), USB port and phone
charging surface.
Sound system with exciter and subwoofer, hidden speakers and
Bluetooth ®.
Digital controller, easy to use and controls all main living functions.
マルチメディア
TVホルダー
（最大32インチ）
、USBポート、携帯電話充電台を備えたマルチメディアウォール。サウンドシス
テム：エキサイター、
サブウーファー、隠しスピーカー、Bluetooth®搭載。使いやすく、生活に必要なすべての
機能をコントロールできるデジタルコントローラー。

COFFEE MACHINE
Nespresso® system coffee machine for
perfect coffee every time (option).
コーヒーマシン
Nespresso® ネスプレッソシステムコーヒーマシンで、
いつでも完璧なコーヒーを。
（オプション）
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STORAGE
Convex overhead cupboards with illuminated profile and easy
to open mechanism. Large wardrobe design and kitchen
with large capacity drawers and utensils track.
Large garage 120 cm height (model dependent),
two doors, 220v / 12v connectors and LED lights.
Habitation door with quiet, smooth operation and
multi-functional storage container.
収納
凹型の照明付き上部カップボードは、簡単に開けられるメカニズムを備えています。
大容量の引き出しと調理器具用トラックを備えたキッチンと大型ワードローブ。
高さ120cm
（モデルにより異なる）
の大型ガレージ、2つのドア、220V╱12Vコネクター、LEDライト。
静かでスムーズな動作と多機能な収納コンテナを備えたエントランスドア。

UTILITIES
Central Service Area for easy utility
connections and newly located and
insulated fresh water tank, with115 l
volume capacity.
ユーティリティ
ユーティリティの接続が容易になり、115Lもの容積容量のあ
る新しいセントラルサービスボックスが配置されました。

INDUS SMART SANITATION
SYSTEM
Now available on Matrix motorhomes.
See www.adria-mobil.com for details.

2022 motorhomes
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Axess, Plus or Supreme?

M AT R I X A X E S S

All the new generation models are packed with features and offer high specifications. To help you
decide we have summarized the key differences between Axess, Plus and Supreme models.

AXESS

PLUS

SUPREME

New FIAT Ducato (Euro 6.d Final)

✓

✓

✓

Citroën Jumper

✓

Body color

White

White

Grey

Cabin exterior color

White

White / Silver / Dark grey

Silver

✓

✓

✓

✓

Air diffusor

✓

✓

Central service area

✓

✓

✓

✓

Shorter layouts ( 6.5m; 6.9 m; 7.3 m)

✓

Inclined rear wall

✓

Full LED rear lights
Modular LED rear lights

Panorama window with opening

✓

✓

✓

Garage one handle opening with textile and LED lights
Furniture style
Heating

Alpine White/Naturale

Alpine White/Naturale

Cashmere/Moro

Truma

Alde/Truma

Alde

✓

✓

✓

✓

Solid laminate

Fenix NMT

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Cupboards with locker doors above driver & codriver
Open storage above driver/codriver

✓

Window linings in dinette
Curtains in dinette window
Kitchen worktop

✓
Solid laminate

Drawers under L beds
Headboard/wall lining in quilted design
Headboard/wall lining

✓

Solid wood door separation living/sleeping
Harmony curtain living/sleeping
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✓

Axess_Naturale

KEY FEATURES

Axess_Cashmere

新Matrixはどれも機能が充実しており、
ハイスペックな仕様となっています。
その判断材料として、Supreme、Plus、Axessの各モデルの主な違いをまとめてみました。

m a t r i x

k e y

f e a t u r e s

Plus_Alpine White

Supreme_Cashmere
Supreme_Moro

M AT R I X S U P R E M E

Plus_Naturale

M AT R I X P L U S

r a n g e
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l a y o u t s

4

4+1

670 SL
L 7485 (mm)
W 2299 (mm)

4

4+1

600 SL
L 6999 (mm)
W 2299 (mm)

4

4+1

670 DL
L 7485 (mm)
W 2299 (mm)

4

4+1

MATRIX axess

MATRIX plus

MATRIX supreme

670 SL
L 7485 (mm)
W 2299 (mm)
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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

MATRIX axess

MATRIX plus

MATRIX supreme

m a t r i x

l a y o u t s

KEY data

KEY features

LENGTH
7485 mm
WIDTH
2299 mm
HEIGHT
2905 mm
WEIGHT
4400 kg
FIAT 6D ENGINE
2,2 180 HP

• Adria ‘Comprex’ construction with ‘silver’
body and large panorama.
• Lightweight front lift bed, with smooth
operation and easy access.
• Choice of furniture style, textiles and soft
furnishings.

• Contemporary living spaces, kitchen,
dinette, bathroom and bedroom.
• Multimedia wall, with TV holder, USB port
and phone charging surface.
•
•

• Exclusive full rear LED lights.
• Large garage with two doors, power
sockets and LED lights.
• Alde heating.

• アドリア独自の“コンプレックス
（複合）
”ボディ構造のシルバー

• 現代的なリビングスペース、
キッチン、
ダイネット、
バスルーム、

• 専用のフルリヤLEDライト。

LENGTH
7485 mm
WIDTH
2299 mm
HEIGHT
2905 mm
WEIGHT
4400 kg
FIAT 6D ENGINE
2,2 180 HP

LENGTH
6999 mm
WIDTH
2299 mm
HEIGHT
2905 mm
WEIGHT
3500 - 4400 kg
FIAT 6D ENGINE
2,2 160 / 180 HP

ボディと大パノラマ。
• スムーズな動作でアクセスが容易な軽量フロントリフトベッド。
• 家具スタイル、
テキスタイル、
クッションの選択。

ベッドルーム。
• TVホルダー、USBポート、携帯電話充電台を備えたマルチメ

• 大型リヤ収納庫。
（2ドア、電源コンセント、LEDライト付き）
• TrumaまたはAldeヒーティング。

ディアウォール。

• Adria ‘Comprex’ construction with white
body and large panorama.
• Lightweight front lift bed, with smooth
operation and easy access.
• Choice of furniture style, textiles and soft
furnishings.

• Contemporary living spaces, kitchen,
dinette, bathroom and bedroom.
• Multimedia wall, with TV holder, USB port
and phone charging surface.
•
•

• Exclusive full rear LED lights.
• Large garage with two doors, power
sockets and LED lights.
• Truma heating.

• アドリア独自の“コンプレックス
（複合）
”ボディ構造のホワイトボ

• 現代的なリビングスペース、
キッチン、
ダイネット、
バスルーム、

• 専用のフルリヤLEDライト。

ディと大パノラマ。
• スムーズな動作でアクセスが容易な軽量フロントリフトベッド。
• 家具スタイル、
テキスタイル、
クッションの選択。

ベッドルーム。
• TVホルダー、USBポート、携帯電話充電台を備えたマルチメ

• 大型リヤ収納庫。
（2ドア、電源コンセント、LEDライト付き）
• Trumaヒーティング。

ディアウォール。

• Adria ‘Comprex’ construction with white
body and large panorama.
• Lightweight front lift bed, with smooth
operation and easy access.
• Choice of furniture style, textiles and soft
furnishings.

• Contemporary living spaces, kitchen,
dinette, bathroom and bedroom.
• Multimedia wall, with TV holder, USB port
and phone charging surface.
•
•

• Modular rear LED lights.
• Large garage with two doors, power
sockets and LED lights.
• Truma heating.

• アドリア独自の“コンプレックス
（複合）
”ボディ構造のホワイトボ

• 現代的なリビングスペース、
キッチン、
ダイネット、
バスルーム、

• モジュール式リヤLEDライト。

ディと大パノラマ。
• スムーズな動作でアクセスが容易な軽量フロントリフトベッド。
• 家具スタイル、
テキスタイル、
クッションの選択。

ベッドルーム。
• TVホルダー、USBポート、携帯電話充電台を備えたマルチメ

• 大型リヤ収納庫。
（2ドア、電源コンセント、LEDライト付き）
• Trumaヒーティング。

ディアウォール。

2022 motorhomes
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s t y l i n g

MATRIX axess

MATRIX plus

MATRIX supreme

EXTERIOR
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INTERIOR
CASHMERE

MORO

ALPINE WHITE

NATURALE

CASHMERE

NATURALE

SILVER METALLIC

WHITE
SILVER METALLIC
GREY METALLIC

WHITE

m a t r i x

TEXTILE selection

s t y l i n g

LEATHER selection

ARNO (standard)

CECIL

LEATHER CHARLES

AUDREY

MABEL

LEATHER EDWARD

LEATHER HARRY

BERNICE

2022 motorhomes
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Follow the sky!

MEET
THE NEW
GENERATION
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INSPIRED
DESIGN

SIGNATURE
FEATURES

HOME-STYLE
FEELING

CONTEMPORARY
LIVING SPACES

INSPIRED
SOLUTIONS

c o r a l
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Supreme, Plus and Axess models. Once you’ve experienced the new generation Coral, you’ll follow the sky! With Adria’s exclusive design SunRoof
and contemporary living spaces at the heart of the design, the Coral sets the benchmarks for style, technology, comfort and practicality.

in

f

le

M E E T T H E N E W G E N E R AT I O N

t

l

CORAL
It’s time to follow the sky!
Supreme、Plus、Axessの各モデル。新CORALを体験したら、空を追いかけるようになるでしょう！？
アドリア独自のデザインのサンルーフと現代的な居住空間をデザインの中心に据えたCORALは、スタイル、テクノロジー、快適性、実用性のベンチマークとなるモデルです。
空を追う時が来た!

670 DL

670 DL

600 SL
CORAL SUPREME

CORAL PLUS

CORAL AXESS
2022 motorhomes
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m e e t

VIEW
ONLINE

t h e

n e w

Discover 360º walkthroughs,
layouts, specification technical data
and our product configurator at
www.adria-mobil.com

g e n e r at i o n

INSPIRED DESIGN
Inspired design with outstanding style,
making every day a new adventure.
インスピレーションに満ちたデザインと卓越したスタイルで、
毎日を新たな冒険へと導きます。

Exterior features
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1 SLEEK EXTERIOR profile and front cap with integrated lights.

1 流麗なエクステリアプロファイルとライトを内蔵したフロントキャップ。

2 REAR WALL with airflow diffuser, bumper and Hella LED lights.

2 エアフローディフューザー、バンパー、HELLA LEDライトを備えたリヤウォール。

3 ADRIA ‘COMPREX’ body construction in ‘silver’ or white.

3 アドリア独自の“コンプレックス
（複合）”ボディ構造、
「シルバー」
または「ホワイト」。

4 GARAGE with two doors, power sockets and LED lights.

4 2つのドア、電源ソケット、LEDライトを備えたリヤ収納庫。

5 WIDE HABITATION door with integrated storage container.

5 幅広のエントランスドアには収納コンテナを内蔵。

6 EXCLUSIVE SUNROOF panoramic window & Seitz S4 side windows.

6 アドリア独自のサンルーフのパノラマウィンドウとサイドウォールのSEITZ S4ウィンドウ。

7 CENTRAL SERVICE area for easy utility connections.

7 ユーティリティーの接続が容易なセントラルサービスエリア。

c o r a l

SIGNATURE FEATURES
DOUBLE FLOOR

Exclusive Coral signature features for
stylish and comfortable vehicle.

Double floor provides a single
level floor throughout and 13 cm
underfloor space for integrated
utilities, insulation and extra storage.

CORALの特徴的な機能を搭載した、
スタイリッシュで快適な車両です。

ダブルフロアー
ダブルフロアーにすることで、
段差を無くし、
床下13cmのスペースにユーティリティ、
断熱材、収納スペースを確保することができました。

EXCLUSIVE DESIGN SUNROOF
Adria exclusive design SunRoof and large
panoramic window, for ‘atrium-style’ living,
brings natural light and adds the feeling of
space, with shading and ventilation.
アドリア独自デザインのサンルーフ
アドリア独自デザインのサンルーフと大きなパノラマウィンドウは、
「アトリウムスタイル」のリビングで、
自然光をもたらし、
遮光と通風で空間を感じさせます。

LED LIGHTS
Exclusive Hella LED multifunctional rear lights (Plus & Supreme),
modular LEDs (Axess), for automotive style and functionality.
LEDライト
専用のHella LED多機能リヤランプ
（Plus & Supreme）
、
モジュール式LED
（Axess）
を採用し、
自動車のスタイルと機能性を追求しています。
2022 motorhomes
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Interior features

HOME-STYLE FEELING
Comfortable home environment with great living
spaces and practical features, complemented by
a new selection of textiles and soft furnishings.
素晴らしい居住空間と実用的な機能を備えた
快適なリビングスペースに、
新しいテキスタイルとソフトファニッシングのセレクションが加わりました。

•
Loft interior feeling with open-plan living space.
•
Exclusive SunRoof and panoramic window.
•
Lighting system for controllable ambiance.
•
Sound system with hidden speakers.
•
Organized storage with dedicated spaces for
personal items.
•
Heating by Truma and Alde (Supreme & Plus models).

•

開放的なリビングスペースを持つロフトのインテリア感覚。

•

アドリア独自のサンルーフとパノラミックウィンドウ。

•

雰囲気をコントロールできる照明システム。

•

隠されたスピーカーによるサウンドシステム。

•

整理された収納には、個人的なアイテムのための
専用スペースがあります。

•

TrumaとAldeヒーター
（Supreme & Plusモデル）
。
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Interior features

I. Exclusive SunRoof.

II. Panoramic window with
shading and ventilation.

III. Contemporary living
spaces, on single level,
double floor.

IV. S-Line kitchen,
large worktop, storage
and the best appliances.

V. Bathroom design for
more space and comfort.

VI. Large bedroom in a
choice of bed formats,
with quality mattresses.

VII. Multimedia wall, TV
holder, USB port and
phone charging surface.

アドリア独自デザインのサンルーフ。

遮光性と通気性を備えた
パノラミックウィンドウ。

現代的なリビングスペースは、
ダブルフロアーで段差がありません。

S-Lineキッチン、大きな作業台、
収納、最高の設備。

より広く、
より快適に過ごせる
バスルームデザイン。

広々としたベッドルームには、
高品質のマットレスを使用した
様々なレイアウトが用意されています。

マルチメディアウォール、TVホルダー、USB
ポート、携帯電話充電面。
2022 motorhomes
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KITCHEN

キッチン

BATHROOM

バスルーム

S-Line kitchen offers more worktop space, more storage
and the best appliances.

S-Lineキッチンは、
より広い作業台スペース、
より多くの収納、
そして最高の設備が揃っています。

Bathroom design for more space
and comfort.

より広く、
より快適に過ごせるバスルームデザイン。

•
•
•
•
•

● 3口のコンロとオプションのオーブン。

•
•
•
•

● 広々としたバスルーム。

Three burner stove and optional oven.
Slim solid laminate FENIX NTM® worktop.
Large storage, soft-closing drawers.
142 l slim absorption fridge.
Optional oven and Nespresso® coffee maker.

● 薄型ラミネートFENIX NTM®の作業台。
● 大容量の収納、
ソフトクロージング式の引き出し。
● 142Lスリム型冷蔵庫。
● オプションのオーブンとネスプレッソ®コーヒーメーカー。

Large spacious bathroom.
Mirror with spotlights.
Storage for personal items.
Shower with elegant shower
wall and ventilation.

● スポットライト付きの鏡。
● 身の回りの物を収納することができます。
● エレガントなシャワーウォールと換気口付きのシャワー。

2022 motorhomes
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BEDROOM
Rear bedroom designs, with all formats
of bed, for a great night’s sleep.
Large rear bedroom in a choice of bed
formats
•
•
•
•
•

Quality mattresses for great comfort.
Underbed and overhead storage.
Bedside cupboards.
Spotlights.
USB ports.

ベッドルーム
快適な睡眠のために、
すべての形式のベッドを備えた
リヤベッドルームのデザイン。
広々としたリヤベッドルームには、
さまざまなタイプのベッドをご用意しています。

Plus_Alpine White

● 上質なマットレスで最高の寝心地を。
● ベッド下と上の収納。
● ベッドサイドのカップボード。
● スポットライト。
● USBポート。

2022 motorhomes
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MULTIMEDIA

INSPIRED SOLUTIONS
Innovative solutions for inspired living.
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。

Multimedia wall, with TV holder
(up to 32’’), USB port and phone
charging surface.
Sound system with exciter
and subwoofer, hidden speakers
and Bluetooth®.
Digital controller, easy to use and
controls all main living functions.
マルチメディア

TVホルダー
（最大32インチ）、USBポート、
携帯電話充電台を備えたマルチメディアウォール。
サウンドシステム：エキサイター、
サブウーファー、
隠しスピーカー、Bluetooth®搭載。
使いやすく、生活に必要なすべての機能を
コントロールできるデジタルコントローラー。

COFFEE MACHINE
Nespresso® system coffee machine for perfect coffee every time (option).
Nespresso®ネスプレッソシステムコーヒーマシンで、
いつでも完璧なコーヒーを。
（オプション）
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STORAGE
Convex overhead cupboards with illuminated
profile and easy to open mechanism.
Large wardrobe design and kitchen with large
capacity drawers and utensils track.
Large garage 120 cm height (model dependent),
two doors, 220v / 12v connectors and LED lights.
Habitation door with quiet, smooth operation
and multi-functional storage container.
収納
凹型の照明付き上部カップボードは、簡単に開けられるメカニズムを備えています。
大容量の引き出しと調理器具用トラックを備えたキッチンと大型ワードローブ。
高さ120cm
（モデルにより異なる）
の大型ガレージ、2つのドア、220V╱12Vコネクター、LEDライト。
静かでスムーズな動作と多機能な収納コンテナを備えたエントランスドア。

UTILITIES
Central service area for easy utility
connections and newly located and
insulated fresh water tank, with115 l
volume capacity.
ユーティリティ
ユーティリティの接続が容易になり、115Lもの容積容量のあ
る新しいセントラルサービスボックスが配置されました。

2022 motorhomes
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CONTEMPORARY LIVING SPACES
Everything is designed around
the way you want to live.
すべてがあなたの生活を中心にデザインされています。

LIVING ROOM
Open plan living room with low separation wall and new
multi-media wall for entertainment.

Supreme_Cashmere

Plus_Alpine White

Axess_Cashmere

Supreme_Moro

Plus_Naturale

Axess_Naturale

•
SunRoof and panoramic window with shading and
ventilation.
•
Home-style dinette with comfortable seating.
•
Controllable lighting with LED
and spot lights.
•
Cosy sofa-style seating.
•
Foldable and rotatable table.
オープンプランのリビングルームには、
低い分離壁とエンターテイメント用の新しいマルチメディアウォールを設置。

•

遮光と換気が可能なサンルーフとパノラミックウィンドウ。

•

快適な座り心地のホームスタイルダイネット。

•

LEDとスポットライトで制御可能な照明。

•

快適なソファスタイルの座席。

•

折りたたみ式、回転式のテーブル。
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Axess, Plus or Supreme?

CORAL AXESS

CORAL PLUS

CORAL SUPREME

All the new generation models are packed with features and offer
high specifications. To help you decide we have summarized the
key differences between Axess, Plus and Supreme models.
新しいCORALは、
どれも機能が充実しており、ハイスペックな仕様となっています。
その判断材料として、Supreme、Plus、Axessの各モデルの主な違いをまとめてみました。

KEY FEATURES

AXESS

SunRoof Coral

✓

SunRoof Coral new generation

PLUS

SUPREME

✓

✓

✓

✓

✓

Body color

White

White

Silver

Cabin exterior color

White

White / Silver / Dark grey

Silver

✓

✓

✓

✓

Air diffusor

✓

✓

Central service area

✓

✓

✓

✓

New FIAT Ducato (Euro 6.d Final)

Shorter layouts (6.9 m; 7.3 m)

✓

Inclined rear wall

✓

Full LED rear lights
Modular LED rear lights

Panorama window

✓

✓

✓

Garage one handle opening with textile and LED lights
Cashmere/Naturale

Alpine White/Naturale

Cashmere/Moro

Truma

Truma

Alde

✓

✓

✓

✓

Solid laminate

Solid laminate

Fenix NMT

✓

✓

✓

Kitchen xl storage drawers

✓

✓

Drawers under L beds

✓

✓

Bedroom headboard/wall lining in quilted design

✓

✓

✓

✓

Furniture style
Heating
Cupboards with locker doors above driver & codriver
Open storage above driver/codriver

✓

Window linings in dinette
Curtains in dinette window
Kitchen worktop
Kitchen with option for oven

Bedroom headboard/wall lining

✓

✓

Solid wood door separation living/sleeping
Harmony curtain living/sleeping

✓

2022 motorhomes
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4

3+1

670 DL
L 7485 (mm)
W 2299 (mm)

4

3+1

600 SL
L 6999 (mm)
W 2299 (mm)

4

2+1

CORAL axess

CORAL plus

CORAL supreme

670 DL
L 7485 (mm)
W 2299 (mm)
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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

c o r a l

l a y o u t s

KEY data

KEY features

LENGTH
7485 mm
WIDTH
2299 mm
HEIGHT
2905 mm
WEIGHT
4400 kg
FIAT 6D ENGINE
2,2 180 HP

• Adria ‘Comprex’ construction with ‘silver’ body
and large panorama.
• Adria exclusive design SunRoof with integrated
shading.
• Choice of furniture style, textiles and soft
furnishings.

• Contemporary living spaces, kitchen, dinette,
bathroom and bedroom.
• Multimedia wall, with TV holder, USB port and
phone charging surface.
•
•

• Large garage with two doors, power sockets and
LED lights.
• Alde heating.

• アドリア独自の“コンプレックス
（複合）
”ボディ構造のシルバーボディ

• 現代的なリビングスペース、
キッチン、
ダイネット、
バスルーム、
ベッド

• 大型リヤ収納庫。
（2ドア、電源コンセント、LEDライト付き）

LENGTH
7299 - 7485 mm
WIDTH
2299 mm
HEIGHT
2905 mm
WEIGHT
4400 kg
FIAT 6D ENGINE
2,2 180 HP

LENGTH
6999 - 7485 mm
WIDTH
2299 mm
HEIGHT
2905 mm
WEIGHT
3500 - 4400 kg
FIAT 6D ENGINE
2,2 160 / 180 HP

と大パノラマ。
• アドリア独自デザインのサンルーフ
（一体型遮光板付き）
。
• 家具スタイル、
テキスタイル、
クッションの選択。

ルーム。

• TrumaまたはAldeヒーティング。

• TVホルダー、USBポート、携帯電話充電台を備えたマルチメディア
ウォール。

• Adria ‘Comprex’ construction with white body
and large panorama.
• Adria exclusive design SunRoof with integrated
shading.
• Choice of furniture style, textiles and soft
furnishings.

• Contemporary living spaces, kitchen, dinette,
bathroom and bedroom.
• Multimedia wall, with TV holder, USB port and
phone charging surface.
•
•

• Large garage with two doors, power sockets and
LED lights.
• Truma heating.

• アドリア独自の“コンプレックス
（複合）
”ボディ構造のホワイトボディ

• 現代的なリビングスペース、
キッチン、
ダイネット、
バスルーム、
ベッド

• 大型リヤ収納庫。
（2ドア、電源コンセント、LEDライト付き）

と大パノラマ。
• アドリア独自デザインのサンルーフ
（一体型遮光板付き）
。
• 家具スタイル、
テキスタイル、
クッションの選択。

ルーム。

• Trumaヒーティング。

• TVホルダー、USBポート、携帯電話充電台を備えたマルチメディア
ウォール。

• Adria ‘Comprex’ construction with white body
and large panorama.
• Adria exclusive design SunRoof with integrated
shading.
• Choice of furniture style, textiles and soft
furnishings.

• Contemporary living spaces, kitchen, dinette,
bathroom and bedroom.
• Multimedia wall, with TV holder, USB port and
phone charging surface.
•
•

• Modular rear LED lights.
• Large garage with two doors, power sockets and
LED lights.
• Truma heating.

• アドリア独自の“コンプレックス
（複合）
”ボディ構造のホワイトボディ

• 現代的なリビングスペース、
キッチン、
ダイネット、
バスルーム、
ベッド

• モジュール式リヤLEDライト

と大パノラマ。
• アドリア独自デザインのサンルーフ
（一体型遮光板付き）
。
• 家具スタイル、
テキスタイル、
クッションの選択。

ルーム。
• TVホルダー、USBポート、携帯電話充電台を備えたマルチメディア

• 大型リヤ収納庫。
（2ドア、電源コンセント、LEDライト付き）
• Trumaヒーティング。

ウォール。
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CORAL axess

CORAL plus

CORAL supreme

EXTERIOR
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INTERIOR
CASHMERE

MORO

ALPINE WHITE

NATURALE

CASHMERE

NATURALE

SILVER METALLIC

WHITE
SILVER METALLIC
GREY METALLIC

WHITE

c o r a l

TEXTILE selection

s t y l i n g

LEATHER selection

ARNO (standard)

CECIL

LEATHER CHARLES

AUDREY

MABEL

LEATHER EDWARD

LEATHER HARRY

BERNICE

2022 motorhomes
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For extra-large adventures.
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For all your extra-large adventures.

•

ab

The Coral XL range sets the benchmark for stylish and practical “over cab” motorhomes. Sleek lines and spacious practical interiors
with up-to 7 homologated seats, making them perfect for large families and groups.

s

l

CORAL XL

t

x l

CORAL XLシリーズは、スタイリッシュで実用的な “オーバーキャブ” モーターホームの基準となるモデルです。
洗練されたラインと広々とした実用的なインテリアは、最大6人の乗車定員で、大家族やグループに最適です。
もっと大きなの冒険のために。

660 DU

CORALXL PLUS

2022 motorhomes
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Exterior features

Coral XL, the perfect motorhome for large families and groups seeking spacious, comfortable and practical accommodation.
CORAL XLは、広々とした快適で実用的で大家族や大人数のグループに最適なモーターホームです。

VIEW
ONLINE

Discover 360º walkthroughs,
layouts, specification technical data
and our product configurator at
www.adria-mobil.com

84

1 Adria ‘Comprex’ body
construction.

2 Large over-cab profile
with panoramic roof
window set.

3 Automotive side-skirt
with optional cabin step.

4 White body with choice
of cabin exterior colour.

5 Dynamic rear wall
design with LED lights.

6 Seitz S4
framed windows and
wide entrance door.

7 Large garage with
power sockets and new
storage solutions.

アドリア“コンプレックス
（複合）”
ボディ構造。

パノラミックルーフウィンドウがセットされた
大きなオーバーキャブのプロフィール。

自動車用サイドスカート、
キャビンステップ。

ホワイトボディにキャビンの
エクステリアカラーを選択可能。

LEDライトを搭載した
ダイナミックなリヤウォールデザイン。

SEITZ S4のフレーム付き窓の
幅広エントランスドア。

電源ソケットと新しい収納ソリューションを
備えたリヤ収納庫。

adria
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Interior features

I. Fixed front over-cab bed II. Large dinette with up-to
with panoramic window
7 homologated seats and
set.
optional Isofix.
固定式フロントオーバーキャブベッド
（パノラマウィンドウ付）
。

ISOFIXを備えた大型のダイネットと
最大7人乗車の座席。

III. Contemporary interior IV. Multi-media wall
design with choice of
and touch screen control
textiles.
panel.

V. Smart kitchen with
slim tower fridge and all
functionalities.

VI. Spacious interior with
smart lighting and storage
solutions.

VII. Truma heating .

選べるテキスタイルと
モダンなインテリア。

スリムなタワー型冷蔵庫と全ての
機能性を備えたスマートなキッチン。

広々としたインテリアに、
スマートな照明と収
納ソリューション。

暖房はTrumaヒーティング。

マルチメディアウォールと
タッチスクリーンのコントロールパネル。

2022 motorhomes
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c o r a l x l p l u s

CORAL XL PLUS
The top of the XL range, with white body and choice of cabin colour.
Contemporary interior and high specifications. Symphony White White
furniture style with a choice of textiles and soft-furnishings.
XLシリーズの最上位モデルで、ホワイトボディにキャビンカラーを選択可能。
現代的なインテリアと高いスペックを備えています。
Symphony Whiteの家具スタイルに、テキスタイルやソフトファニシングを選択可能。

2022 motorhomes
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660 DU
L 7379 (mm)
W 2375 (mm)

KEY data
6

6
LENGTH
7379 mm
WIDTH
2375 mm
HEIGHT
3140 mm
WEIGHT
4400 kg
FIAT 6D ENGINE
2,2 180 HP

CORAL XL

KEY features

• Adria ‘Comprex’ construction white
body and over-cab bedroom.
• Symphony White furniture style,
with choice of textiles.
• Smart kitchen with 3 burner stove,
sink, slim tower fridge and optional
oven.

• Multimedia wall and touch-screen
control with TV holder.
• Large comfortable and flexible
dinette.
• Easy access garage with lighting,
power & storage solutions.
• Truma heating.

• アドリア独自の“コンプレックス
（複合）
”ボディ構造

• マルチメディアウォールとタッチスクリーンコントロ

のホワイトボディとオーバーキャブベッドルーム。
• シンフォニーホワイトの家具スタイル、
テキスタイル
を選択可能。。
• 3口コンロ、
シンク、
スリムタワー冷蔵庫、
オプション

L = LENGTH

のオーブンを備えたスマートキッチン。

W = WIDTH
NUMBER OF SEATS
NUMBER OF BERTHS
KITCHEN
TABLE
SEATING AREA

EXTERIOR

INTERIOR

WARDROBE
BERTHS
BATHROOM
FLOOR
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WHITE

SYMPHONY WHITE

ール
（TVホルダー付）
。
• 快適でフレキシブルな大型ダイネット。
• 照明、電源、収納ソリューションを備えた出し入れ
簡単なリヤ収納庫。
• Trumaヒーティング。

c o r a l

x l

s t y l i n g

TEXTILE selection
ARNO (standard)

* With your choice of textile you can select any decorative cushion set.

2022 motorhomes
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Go anywhere!
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It’s time to go anywhere!

•

ab

The Compact, the slim-fit and agile motorhome, which can reach more places.
Features contemporary interior and high specifications, including exclusive SunRoof and large garage design.

s

l

C O M PA CT

t

COMPACTは、短い全長を活かしたスリムフィットで、俊敏な動きでどこにでも行くことができます。
サンルーフや新デザインのガレージなど、現代的なインテリアと多機能を採用。
さあ出かけよう!

SP
SL
DL

SP
SL
C O M PA C T S U P R E M E

DL

C O M PA C T P L U S

2022 motorhomes
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Exterior features

Compact, a stylish, comfortable and practical motorhome which you can take almost anywhere.
COMPACTは、スタイリッシュで快適な実用的なモーターホームです。

VIEW
ONLINE

Discover 360º walkthroughs,
layouts, specification technical data
and our product configurator at
www.adria-mobil.com
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1 Adria ‘Comprex’ body
construction with sporty
graphics.

2 Sleek aerodynamic cap
with integrated panoramic
window.

3 ‘Silver’ body (Supreme)
or White body (Plus and
Axess).

4 Dynamic rear
wall design with
LED lights.

5 Slim-fit exterior with
body width
2,12 m.

6 Easy access garage with 7 Automotive side skirts.
power & storage solutions.

アドリア独自の“コンプレックス
（複合）”
ボディ構造のスポーティなグラフィック。

パノラミックウィンドウを内蔵したスタイリッ
シュなエアロダイナミックキャップ。

シルバーボディ
（SUPREME）
または
ホワイトボディ
（PLUS、AXESS）。

LEDライトを使用した
ダイナミックなリヤウォールデザイン。

全幅2,12mのスリムフィットな外観。

出し入れ簡単な電源付きのリヤ収納庫。
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サイドスカート。

c o m p a c t

Interior features

I. Sandy White or Sandy
Brown interior design.

II. Exclusive SunRoof
panoramic window.

III. Dinette on double floor,
and optional Isofix.

IV. Smart kitchen with
large fridge and all
functionalities.

V. Duplex bathroom with
swivel-shower wall.

Sandy White または Sandy Brownの
インテリアデザイン。

アドリア独自デザインの
サンルーフパノラマウィンドウ。

ダブルフロアのダイネット、
オプションでIsofixも可能です。

大型冷蔵庫とすべての機能を備えた
スマートなキッチン。

回転式シャワーウォールを備えた
二重構造のバスルーム。

VI. Functional wall with
TV holder, USB ports and
power sockets.
テレビホルダー、USBポート、電源コンセン
トを備えた機能的な壁。
2022 motorhomes
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COMPACT SUPREME
The top of the range, with ‘silver’ body. Contemporary interior and high specifications.
Sandy White furniture style, with a choice of textiles and soft-furnishings.
シルバーボディを持つ最上位モデル。現代的なインテリアと高いスペック。
Sandy Whiteの家具スタイルに、テキスタイルやソフトファニシングの選択が可能。

COMPACT PLUS
White body and optional grey cabin, with contemporary interior and high
specifications. Sandy White or Sandy Brown furniture style, with a choice of
textiles and soft-furnishings.
ホワイトボディとオプションのグレーキャビン、現代的なインテリアと高いスペック。
Sandy WhiteまたはSandy Brownの家具スタイルで、
テキスタイルやソフトファニッシングを選択できます。

2022 motorhomes
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COMPACT SP
L 5999 (mm)
W 2120 (mm)

4

3

3

COMPACT SL
L 6790 (mm)
W 2120 (mm)

4

4

3

COMPACT DL
L 6990 (mm)
W 2120 (mm)

4

3+1

3

COMPACT DL
L 6990 (mm)
W 2120 (mm)

4

3+1

COMPACT plus

COMPACT SP
L 5999 (mm)
W 2120 (mm)

4

COMPACT SL
L 6790 (mm)
W 2120 (mm)
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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

c o m p a c t

KEY data

LENGTH
5999 - 6999 mm
WIDTH
2120 mm
HEIGHT
2750 - 2780 mm

l a y o u t s

KEY features

WEIGHT
3500 kg
FIAT 6D ENGINE
2,2 160 / 180 HP

• Adria ‘Comprex’ body construction,
• Smart kitchen with 3 burner
with ‘silver’ body.
stove, sink, slim tower fridge
• Exclusive SunRoof panoramic window.
(optional oven).
• Sandy White furniture style, with choice • Dinette on double floor,
of textiles.
with optional Isofix.
• アドリア独自の“コンプレックス
（複合）
”ボディ構造の
シルバーボディ。
• アドリア独自デザインのサンルーフパノラマウィンドウ。

• 3口コンロ、
シンク、
スリムタワー冷蔵庫
（オプションでオ
ーブン）
を備えたスマートキッチン。

• Easy access garage with power
& storage solutions.
• Truma heating.

• 出し入れ簡単な照明と電源付きのリヤ収納庫。
• Trumaヒーティング。

• ダブルフロアーのダイネット
（オプションでIsofix付き）
。

• サンディホワイト家具スタイルで、
テキスタイルが選べ
ます。

LENGTH
5999 - 6999 mm
WIDTH
2120 mm
HEIGHT
2750 - 2780 mm

WEIGHT
3500 kg
FIAT 6D ENGINE
2,2 160 / 180 HP

• Adria ‘Comprex’ body construction,
with white body, optional grey cabin.
• Exclusive SunRoof panoramic window.

• Choice of furniture style,
textiles and soft furnishings.
• Smart kitchen with 3 burner
stove, sink, slim tower fridge
(optional oven).

• Dinette on double floor, with
optional Isofix.
• Easy access garage with power
& storage solutions.
• Truma heating.

• アドリア独自の“コンプレックス
（複合）
”ボディ構造の

• 選べる家具スタイル、
テキスタイル、
クッション。

• ダブルフロアーのダイネット
（オプションでIsofix付き）
。

• 3口コンロ、
シンク、
スリムタワー冷蔵庫
（オプションでオ

• 出し入れ簡単な照明と電源付きのリヤ収納庫。

ホワイトボディ。オプションでグレーキャビン。
• アドリア独自デザインのサンルーフパノラマウィンドウ。

ーブン）
を備えたスマートキッチン。

• Trumaヒーティング。

2022 motorhomes
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s t y l i n g

COMPACT supreme

EXTERIOR

INTERIOR
SANDY WHITE

SILVER METALLIC

COMPACT plus

SANDY WHITE
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WHITE
SILVER METALLIC
GREY METALLIC

SANDY BROWN

c o m p a c t

TEXTILE selection

s t y l i n g

LEATHER selection

ARNO (standard)

CECIL

LEATHER CHARLES

AUDREY

MABEL

LEATHER EDWARD

LEATHER HARRY

BERNICE

* With your choice of textile you can select any decorative cushion set.

2022 motorhomes
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Escape the ordinary.
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TWINS

i

l

u

t

Escape the ordinary in our award-winning Twin campervans. High specifications and really practical, comfortable layouts.
Experience innovative features like our exclusive SunRoof and ‘cabin-loft’ open-plan design.
Escape the ordinary.
数々の賞を受賞したTWINキャンピングカーで、
日常から抜け出してみませんか？ 高いスペックと、実用的で快適なレイアウト。
独自のサンルーフや「キャビンロフト」
と呼ばれるオープンプランのデザインなど、革新的な機能を体験してください。
日常から抜け出そう
！

600 SGX
600 SPB GB
640 SLB
640 SPB Family
TWIN SUPREME

540 SP
600SPB
600 SPB Family

TWIN PLUS

2022 motorhomes
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Exterior features

Twin campervans with high specifications on the best base vehicles.
最高のベース車両にハイスペックな仕様のTWINキャンピングカー。

European
Innovation
Award winner
for exterior
design.

VIEW
ONLINE

Discover 360º walkthroughs,
layouts, specification technical data
and our product configurator at
www.adria-mobil.com
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1 New Fiat Ducato.

2 Automotive style cabin exterior in
choice of exterior colours.

3 Sporty graphics.

4 Framed windows.

新型フィアット デュカト。

オートモーティブ・スタイルのキャビンエクステリア、
選べるエクステリアカラー。

スポーティなグラフィック。

フレーム付きの窓。

6 Soft-closing doors with integrated
mosquito net.

7 LED awning light.

8 Insulated and heated waste water
tank.

9 Pre-installation for rear-view camera.

10 Electrical power sliding door option.

網戸を内蔵したソフトクロージングドア。

LEDオーニングライト。

排水タンクヒーティング。

リヤビューカメラのプリインストール。

電動スライドドアのオプション。

adria

2022 motorhomes

5 Adria exclusive design SunRoof
(Supreme models).
アドリア独自デザインのサンルーフ。
（SUPREMEモデル）

t w i n s

r a n g e

Interior features

I. Contemporary interior
design with smart lighting
system.

II. Adria exclusive design
SunRoof with panoramic
window (Supreme).

III. Exclusive
‘cabin-loft’ open plan
design (all models).

スマートな照明システムを備えた
現代的なインテリアデザイン。

アドリア独自デザインのパノラミックウィンド
ウ付きサンルーフ
（SUPREME）。

独自の“キャビンロフト”オープンプランデザ
イン
（全モデル）。

IV. New digital controller
and Adria MACH smart
mobile app (Supreme &
Plus models).
新しいデジタルコントローラー。
（SUPREME & PLUSモデル）

V. Dinette with expandable
table and leg for outdoor
use.

VI. Choice of bathroom
solutions.

拡張可能なテーブルと脚を備えた
屋外でも使えるダイネット。

選べるバスルームソリューション。

VII. Heating by Truma
and Webasto (model
dependent).
TrumaかWebastoによる暖房。
（モデルによって異なります）
2022 motorhomes
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ESCAPE THE ORDINARY IN A TWIN SUPREME.
The European Innovation Award winning campervan,
with signature features like the Adria exclusive design SunRoof
with panoramic window, soft-close doors and optimised insulation.
Contemporary interior, ‘cabin-loft’ open design, packed with features.
European Innovation Awardを受賞したキャンピングカー。
アドリア独自デザインのパノラミックウィンドウ付きサンルーフ、
ソフトクローズドア、
最適化された断熱材などの特徴的な装備を備えています。
現代的なインテリア、“キャビンロフト”のようなオープンデザイン、充実した機能。

2022 motorhomes
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ESCAPE THE ORDINARY IN A TWIN PLUS.
Well-specified campervan with contemporary interior, ‘cabin-loft’
open plan design, packed with features.
現代的なインテリア、“キャビンロフト”と呼ばれるオープンプランのデザイン、
充実した装備など、
スペックの高いキャンピングカーです。

2022 motorhomes
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Sports van or family van? Both.

MEET
THE NEW
GENERATION
112
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INSPIRED
DESIGN

SIGNATURE
FEATURES

HOME-STYLE
FEELING

CONTEMPORARY
LIVING SPACES

INSPIRED
SOLUTIONS
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M E E T T H E N E W G E N E R AT I O N
Our Twin Sports models will appeal to the more adventurous, thanks to the additional sleeping accommodation,
living and storage space. Built on the new Fiat Ducato, with exclusive design pop-top roof and sleeping
compartment. Perfect for sporty people with outdoor gear and also for families with children.

t

l

T WIN SPORTS

s p o r t s

Sports van or family van? Both.

TWIN SPORTSは、寝台スペース、
リビングスペース、収納スペースを追加することで、
より冒険心をくすぐるモデルです。
新型フィアット デュカトをベース車両に、専用デザインのポップトップルーフとスリーピングコンパートメントを装備。
アウトドアグッズを持ったスポーティな方や、
お子様連れのご家族にも最適です。
スポーツバン? ファミリーバン？ いいえ、
その両方です。

600 SPB
640 SG
640 SGX
TWIN SPORTS

2022 motorhomes
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Exterior features

Twin Sports campervans with high specifications on the Fiat Ducato.
フィアット デュカトに高いスペックを持たせたTWIN SPORTSキャンピングカー。

INSPIRED DESIGN
Inspired design for great style,
performance and practicality.
スタイル、
パフォーマンス、実用性に優れた
インスパイアされたデザイン。

Exterior features
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1 NEW FIAT DUCATO.

1 新型フィアット デュカト。

2 AUTOMOTIVE STYLE cabin exterior in choice of exterior colours.

2 オートモーティブスタイルのキャビンエクステリア、選べるエクステリアカラー。

3 Adria exclusive design POP-TOP ROOF sleeping compartment.

3 アドリア独自デザインのPOP-TOP ROOFのスリーピングコンパートメント。

4 EXCLUSIVE DESIGN roof mechanisms for secure use.

4 独自デザインのルーフメカニズムで安心して使用できます。

5 FRAMED WINDOWS.

5 フレーム付き窓。

6 Adria exclusive design SunRoof with PANORAMIC WINDOW.

6 ADRIA独自デザインのサンルーフには、パノラミックウィンドウを装備しています。

7 SOFT-CLOSING DOORS with integrated mosquito net.

7 網戸を内蔵したソフトクロージングドア。

8 INTEGRATED ROOF DESIGN for optional equipment placement.

8 オプション装備を設置できる統合ルーフデザイン。

9 EXTERNAL SHOWER CONNECTOR.

9 外部シャワーコネクター。

10 Pre-installation for REAR-VIEW CAMERA

10 リヤビューカメラのプレインストール。

t w i n

s p o r t s

POP-TOP ROOF
Aerodynamic integration of lightweight composite pop-top roof. Integrates
with SunRoof and optional equipment (air-conditioning, midi-heki, awning).
Design and construction ensures completely
secure use, when open or closed.
軽量のコンポジット製ポップトップルーフを空力的に統合。
サンルーフやオプション装備（エアコン、
ミディヘキ、
オーニング）
と一体化しています。
開いているときも閉じているときも、安心して使用できるデザインと構造。

SIGNATURE FEATURES
Exclusive Adria signature features.
Adria exclusive design SunRoof and
‘Cabin-loft’ open-plan interior.
アドリア社独自デザインのサンルーフと
“キャビンロフト”と呼ばれるオープンプランのインテリア。

VIEW
ONLINE

Discover 360º walkthroughs,
layouts, specification technical data
and our product configurator at
www.adria-mobil.com
2022 motorhomes
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HOME-STYLE FEELING
Stylish, premium
open-plan interiors.
スタイリッシュでプレミアムな
オープンプランのインテリア。

Contemporary interior
with Onyx furniture style and
a choice of textiles.
Heating by Truma and Webasto.
Onyx家具スタイルとテキスタイルの選択が可能な
現代的なインテリア。
TrumaとWebastoのヒーティング。
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Interior features

I. Contemporary interior
design with smart lighting
system.

II. Adria exclusive design
SunRoof with panoramic
window.

III. ‘Cabin-loft’ open
plan design.

IV. Pop-top sleeping
compartment with lights,
USB ports.

V. Adria digital controller
and Adria MACH smart
mobile app.

VI. Dinette with
expandable table and leg
for outdoor use.

スマートな照明システムを備えた
現代的なインテリアデザイン。

パノラマウィンドウ付き
アドリア独自デザインサンルーフ。

“キャビンロフト”オープンプランのデザイン。

ポップトップ式のスリーピングコンパートメント
には照明、
USBポートを装備。

アドリアデジタルコントローラーとADRIA
MACHスマートモバイルアプリ。

拡張可能なテーブルと脚を備えた
屋外でも使えるダイネット。

VII. Heating by Truma and
Webasto (640 SGX and
640 SG).
TrumaかWebastoのヒーティング。
（640 SGXと640 SG）
2022 motorhomes
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Large flexible dinette
and kitchen with 2
burner stove, sink &
large compressor fridge.

CONTEMPORARY LIVING SPACES

Living spaces with comfort
and versatility.

広くてフレキシブルなダイネットと、
2口コンロ、
シンク、
大型コンプレッサー付き
冷蔵庫を備えたキッチン。

快適で多様性のある生活空間。

Comfortable rear
bedroom with a choice
of bed formats.
快適なリヤベッドルームでは、
様々なレイアウトをご用意しています。

Duplex bathroom with
swivel wall feature.
回転式の
ウォールフィーチャーを備えた
二重構造のバスルーム。
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SLEEPING COMPARTMENT
Removable tent suitable for
cleaning, storing and can be
recycled. Made in acrylic-based
materials, for insulation, water
resistance and breathability. Fixed
mosquito screens, front screen
can be opened independently.
120x200 cm sleeping
compartment with comfortable
bed, useful storage space, USB
ports and reading lights.
取り外し可能なテントは、
清掃や保管に適しており、
リサイクルも可能です。
断熱性、耐水性、通気性に優れた
アクリル系素材を使用。
固定式網戸、
フロントスクリーンは、
独立して開くことができます。
120x200cmのスリーピングコンパートメントには、
快適なベッド、便利な収納スペース、
USBポート、読書灯を完備。

INSPIRED SOLUTIONS

s p o r t s

POP-TOP ROOF MECHANISMS.

Innovative features for inspiring
adventures.
革新的な機能で感動的な冒険を。

On the longer 640 models an
ingenious, easy to use pivot
mechanism, with extended side arms,
for perfect closure and integration
with the van roof when not in use and
stability against winds, when in use.
長さのある640モデルでは、
独創的で使いやすいピボット機構と、
延長されたサイドアームにより、
使用していないときは完璧に閉じてバンの屋根と一体化し、
使用しているときは風に対して安定しています。

On the shorter 600 models the
compact pop-top uses an easy to
operate scissor mechanism, with
perfect closure.
短いモデルの600では、
コンパクトなポップトップは簡単に操作できるシ
ザー機構を採用しており、完璧に閉じることができます。

Both mechanisms feature two
separate roof locking mechanisms.
どちらの機構も2つの独立したルーフロック機構を
備えています。
2022 motorhomes
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4

2

640 SLB
L 6363 (mm)
W 2050 (mm)

4

2+1

TWIN supreme

640 SGX
L 6363 (mm)
W 2050 (mm)

2

600 SPB GB
L 5998 (mm)
W 2050 (mm)

KEY data
4

2

2+2

600 SPB FAMILY
L 5998 (mm)
4
W 2050 (mm)

TWIN plus

640 SPB FAMILY
L 6363 (mm)
4
W 2050 (mm)

4

600 SPB
L 5998 (mm)
W 2050 (mm)

4

640 SG
L 6363 (mm)
W 2050 (mm)

4

2

540 SP
L 5413 (mm)
W 2050 (mm)

4

2

4

600 SPB
L 5998 (mm)
W 2050 (mm)

4

4

LENGTH
5413 - 5998 mm
WIDTH
2050 mm
HEIGHT
2580 mm
WEIGHT
3500 kg
FIAT 6D ENGINE
2,3 160 / 180 HP*

2+2

4

4

LENGTH
5998 - 6363 mm
WIDTH
2050 mm
HEIGHT
2580 - 2650 mm
WEIGHT
3500 - 4300 kg
ENGINE
2,2 160 / 180 HP

TWIN sports

640 SGX
L 6363 (mm)
W 2050 (mm)
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※ L=車体長、W=全幅

L = LENGTH W = WIDTH

NUMBER OF BERTHS

LENGTH
5998 - 6363 mm
WIDTH
2050 mm
HEIGHT
2580 mm
WEIGHT
3500 - 4300 kg
FIAT 6D ENGINE
2,3 160 / 180 HP*

KITCHEN

TABLE

SEATING AREA

WARDROBE

BERTHS

BATHROOM

FLOOR

t w i n s l a y o u t s

KEY features
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exclusive design SunRoof and panorama.
Cabin-loft open plan design and lighting.
Duplex bathroom solution, with swivelling wall.
Dinette with extendable table.
Rear bedroom with single or fixed beds.
Adria digital controller for key utilities.
Easy to use digital controller.
84 l or 138 l compressor fridge, sink & 2 burner stove.
Dinette table, use outside with extendable leg.
Heating by Alde, Truma and Webasto (model dependent).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

‘Cabin-loft’ open plan design and lighting.
Large roof window 700 x 500 mm (not 540 SP).
Dinette with extendable table.
Rear bedroom with single, double or fixed beds.
Easy to use digital controller.
84 l or 138 l compressor fridge, sink & 2 burner stove.
Dinette table, use outside with extendable leg.
New digital controller and Adria MACH smart app.
Adria digital controller for key utilities.
Truma heater located in dinette (model dependent).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

New Fiat Ducato.
Adria exclusive design pop-top roof.
Large insulated and breathable sleeping compartment.
Tent features storage, lights, USB ports, windows & mosquito screens.
Integrated with exclusive design SunRoof and roof window.
Rear bedroom with single or fixed beds.
Rear double bed for 2.
Additional bed for 1 converting from dinette.
Onyx interior design with glossy white furniture.
Dinette in open plan interior, with expandable table.
Kitchen, 2 burner stove, sink & large compressor fridge
Duplex bathroom with swivel wall feature
Large rear garage with dedicated storage.

• 独自デザインのサンルーフとパノラマ。

Key option

• キャビンロフトのオープンプランデザインと照明。

• Isofix; Mosquito net; front dinette bed.
• Electrical sliding door.
• See Factory-fit options.

• 回転式の壁を備えた二重構造のバスルームソリューション。
• 拡張可能なテーブルを備えたダイネット。
• シングルまたは固定式ベッドを備えたリヤベッドルーム。
• 主要なユーティリティに対応したアドリアデジタルコントローラー。
• 使いやすいデジタルコントローラー。
• 84Lまたは138Lのコンプレッサー式冷蔵庫、
シンク、2口コンロ。
• ダイネットテーブル
（脚を伸ばして屋外でも使用可能）。
• Alde、Truma、Webastoによる暖房（モデルによって異なります）。

• 「キャビンロフト」
オープンプランのデザインと照明。
• 700×500mmの大型ルーフウィンドウ
（540SP設定無し）。
• 拡張可能なテーブルを備えたダイネット。
• シングル、
ダブル、固定式ベッドを備えたリヤベッドルーム。

主なオプション
•

Isofix、網戸、
フロントダイネットベッド。

• 電動スライドドア。
• 工場出荷時のオプション。

Key option

• Isofix; Mosquito net; front dinette bed.
• Electrical sliding door.
• See Factory-fit options.

• 簡単操作のデジタルコントローラー。
• 84Lまたは138Lのコンプレッサー冷蔵庫、
シンク、2口コンロ。
• 伸長式テーブルで屋外でも使用可能なダイネットテーブル。
•

新しいデジタルコントローラーとAdria MACHスマートアプリ。

• 主要なユーティリティに対応したアドリアデジタルコントローラー。
• ダイネットに設置されたTrumaヒーター。
（モデルによって異なります）

• 新型フィアットデュカト。
• アドリア独自デザインのポップトップルーフ。
• 断熱性と通気性に優れた大型のスリーピングコンパートメント。
• テントには収納、照明、USBポート、窓、網戸が装備されています。
• 独自デザインのサンルーフとルーフウィンドウを一体化。
• リヤベッドルームにはシングルベッドまたは固定ベッドを設置。
• 2人用のリヤダブルベッド。
• ダイネットを利用した1人用の追加ベッド。
• Onyx家具のインテリアと光沢のある白い家具。
• 拡張可能なテーブルを備えた、オープンプランのダイネット。
• キッチン、2口コンロ、シンク、大型コンプレッサー冷蔵庫。
• 回転式のウォールフィーチャーを備えたデュプレックスバスルーム。

主なオプション
• Isofix、網戸、
フロントダイネットベッド。
• 電動スライドドア。
• 工場出荷時のオプション。

Key option

•
•
•
•

Isofix; Mosquito net; front dinette bed.
Electrical sliding door.
Awnings, solar panels, air-conditioning.
Power Pack.

主なオプション
• Isofix、網戸、
フロントダイネットベッド。
• 電動スライドドア。
• オーニング、
ソーラーパネル、
エアコン。
• パワーパック。

• 専用収納を備えた大型リヤ収納庫。
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s t y l i n g

EXTERIOR finishes

INTERIOR

TWIN supreme

ONYX
WHITE

BLACK
METALLIC

SILVER
ALLUMINIUM
METALLIC

LANZAROTE
GREY

EXPEDITION
GREY

ARTENSE
GREY

IRON GREY
METALLIC

BATIC
ORANGE
METALLIC

TWIN plus

SANDY WHITE
WHITE

BLACK
METALLIC

SILVER
ALLUMINIUM
METALLIC

LANZAROTE
GREY

EXPEDITION
GREY

ARTENSE
GREY

IRON GREY
METALLIC

BATIC
ORANGE
METALLIC

TWIN sports

ONYX
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SILVER
ALLUMINIUM
METALLIC

LANZAROTE
GREY

EXPEDITION
GREY

IRON GREY
METALLIC

ARTENSE
GREY

WHITE

SANDY BROWN

t w i n s

s t y l i n g

TEXTILE selection
AUDREY

BAXTER (standard)

BERNICE

Soft furnishings
& decorative cushions
With your choice of textile, you can select any
decorative cushion set.
SOPHISTICATED
CLASSIC

ARNO

BLAKE

BAXTER (standard)

AUDREY

BERNICE

VIOLET
CHIC

LEATHER VAAST (leather option)

BLAKE

ARNO

OCEAN
SERENITY

CHERRY
PUNCH

AUTUMN
CALMNESS

SPRING
GARDEN

LEATHER VAAST

(leather option)
2022 motorhomes
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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.
PRIMOŽ ROGLIC
2020 Olympic Gold Medal Winner, Men’s Road
Cycling Individual Time Trial.
The world’s top cyclist and winner of the Velo d’Or
in 2020. Twice winner of
La Vuelta in 2019-20, second in the 2020 Tour de
France and winner in Liege. Primož, from Slovenia,
uses his Sonic to support his training, competing
and for holidays.

アドリアのRV車はチャンピオン達にも選ばれています。

プリモーツ・ログリック

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
campervan to follow the snow for skiing and wind,
for windsurfing.
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Twinに乗って、
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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ロードサイクルタイムトライアルの種目で2020年オリンピック金メダリストです。
世界のトップサイクリストでヴェロ・
ドール2020での受賞者でもあります。
2019-20年にLaVueltaで2回優勝し、2020年ツールドフランスで2位、
リエージュでは優勝しました。
スロベニア出身のプリモシュは、Sonicを使いトレーニングや競技をサポートし、
休暇を楽しんでいます。

