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DISCOVER MORE AT: WWW.ADRIA-MOBIL.COM

We have the best job in the world

We create inspiration for your adventures

We design our caravans from the heart, for the soul

Designed for living

Designed to perform

An innovative spirit and an obsession for quality

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

What are you waiting for?

The Adria Caravan Collection

The Adria brand promise 
is ‘to deliver premium quality, 

design and value, for 
memorable experiences’. 

アドリアの仕事は世界で一番だと思っています。

アドリアはお客様がワクワクする冒険ができるように

キャラバンを心を込めて精一杯創っています。

過ごしやすいようにデザインし

高い性能を発揮できるように設計しています。

チャレンジ精神をもって品質にこだわっています。

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。

迷わずにご購入ください。



Why choose Adria?
if you are seeking freedom and adventure, 
owning a caravan is a great choice.

y o u r 
v e h i c l e

y o u r 
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. 

y o u r 
a d v e n t u r e s

y o u r 
p e a c e  o f  m i n d

Life changes with a caravan, 
offering endless possibilities for your 
adventures

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

y o u r 
i t i n e r a r y

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

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！

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キャラバンで
人生が変わります。

アドリアはヨーロッパのキャラバン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。

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。

車 両

旅 程 冒 険 安 心 感

宿 泊 場 所
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自由と冒険を求めているならキャラバンが最高の選択です。
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Caravans 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。

P A S S I O N . 
Over fifty years of experience, skill and passion applied to every vehicle. 

I N S P I R E D  D E S I G N . 
Caravans designed for living and designed to perform. 

W O R L D - C L A S S  M A N U F A C T U R I N G .
ISO 9001 EFQM 5 star certified advanced manufacturing facilities. 

P R E M I U M  Q U A L I T Y . 
World-class manufacturing and quality control techniques for durability and reliability. 

S U S T A I N A B I L I T Y .
Environmental management system certified to ISO 14001. Committed to sustainable development, prevention and 
reducing environmental impacts.  

P E A C E  O F  M I N D . 
Class-leading warranty, the support of over 500 Adria dealers, world-class parts supply and aftersales service.

A W A R D - W I N N I N G  V E H I C L E S . 
Independent awards for design, innovation, quality and customer satisfaction.

50年以上の経験、技術、情熱を全ての車両に注いでいます。

キャラバンは過ごしやすいように実用的に設計されています。

ISO 9001 & EFQM 5つ星の高度な製造設備。

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。

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。

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。

デザイン、革新性、品質、顧客満足部門で受賞。

情熱

ワクワクするデザイン

世界レベルの製造

環境マネジメント

プレミアム品質

安心のアフターサービス

受賞歴のある車両
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Highlights Choose from our best ever range, there’s sure to be one which suits your needs.

最高のラインナップの中からお客様に合うものをお選びいただけます。
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VIEW
ONLINE
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Discover 360º walkthroughs,
 layouts, specification technical data 

and our product configurator at
www.adria-mobil.com 

ALPINA 
meet the new generation

Designed for peak performance.
Premium high-performance caravan for those who seek the ultimate, 
all-seasons use. The best combination of design, performance and comfort. 

SIGNATURE FEATURES

Exclusive Alpina 
signature features.

INSPIRED SOLUTIONS

Innovative solutions 
for inspired holiday living.

HOME-STYLE FEELING

Elegant, premium interiors 
and a special ambiance.

INSPIRED DESIGN

Inspired design for peak 
performance, practicality 

and comfort.

CONTEMPORARY LIVING SPACES

Inspired, elegant spaces, 
designed without compromise.

究極のオールシーズン使えるキャラバンをお求めの方向けプレミアム高性能キャラバンです。
デザイン、性能、快適さの最高の組み合わせです。

革新的なデザイン
実用的かつ快適に過ごせる
究極の性能を設計しました。

アドリアならではの特色
圧倒的なALPINA独自の機能。

ホームスタイルフィーリング
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。

新しいリビングスペース
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。

革新的なソリューション
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。
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INSPIRED DESIGN

SIGNATURE FEATURES

CONTEMPORARY LIVING SPACES

HOME-STYLE FEELING

Highlights

Our best-selling caravan with everything designed around the way you want to live.

ADORA

Designed around you.

INSPIRED SOLUTIONS

Inspired spaces 
for how you want to live.

Inspired design and 
contemporary interiors.

Exclusive Adora 
signature features.

Innovative solutions for
inspired holiday living.

Elegant interiors 
and a special ambiance.

European Innovation 
Award winner for exterior 

design.

EXCLUSIVE 
ADORA LAYOUTS 

Available in a choice of layouts including 
innovative layouts: Adora 593 UK; 

Adora 593 UP; Adora 613 UL; 
and Adora 613 PK is great for families, 

with additional rear living accommodation.

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。

革新的なデザイン

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

居住空間
ワクワクするデザインと現代的なインテリア。

圧倒的なADORA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。

自由に過ごせるワクワクするスペース。
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The award-winning Astella for a new luxury experience, 
including a new compact layout. 

ASTELLA

Luxury Line

H
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ABC Automotive Brand Contest ‘Best of the Best’ 
2020 award from the German Design Council.

European Innovation Awards 2020 for ‘Overall 
Concept’ and ‘Layout’ categories. 

Red Dot Design Award 2020 for outstanding 
product design.

Astella has its own catalogue 
or visit www.newastella.com 

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。

ドイツのデザインカウンシルのABCオートモーティブ・ブランドコンテストで
2020年、“ベスト・オブ・ベスト賞”を獲得しました。

ヨーロッパのイノベーション賞で
2020年、コンセプトとレイアウト部門で受賞しました。

レッドドットデザイン賞で
2020年、素晴らしい商品デザインで賞を取りました。
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細部へのこだわり
アドリアのキャラバンは過ごしやすいように1cm単位の細部までこだわりデザインされました。

レイアウトや全ての物が適切な場所に配置された構造は、何十年にも渡る経験をもとに習得されたもので、
この経験を全てのレイアウトに活かしています。

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.

Discover 360º walkthroughs,
 layouts, specification technical data 

and our product configurator at
www.adria-mobil.com 
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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。

living

Contemporary living spaces with quality furniture and a selection 
of textiles and soft furnishings. 



12 adria 2022 caravans

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. 

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. 

Sleep well

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

zipper

anti-static antibacterial100% natural anti-odornon- toxic

エアーニット生地 ジッパー 洗濯温度
40℃まで ドライ乾燥

（乾燥機不可）

100%ナチュラル 無  害 抗  菌 防  臭静電気防止

FABRIC

SILVER PROTECTION

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。

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。
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storage lighting

Large volume optimized 
storage throughout, places for 

all the things you need.

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

multimedia

Inspired entertainment 
solutions, including USB ports, 

sound systems and 
Bluetooth® amplifiers.

New digital 
and light panel

大容量の収納があり
必要なものを全て納めることができます。

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。

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。
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Designed to perform
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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.

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、
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］ 
Robust construction and integration for safer handling and optimum weight management,
with AL-KO and Knott as our chassis partners. 

AL-KOとKnottシャシーを使用して、強固な構造と安全な取り扱い、最適な重量配分を実現しました。

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

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。

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.  

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、
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’. 

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。

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. 

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。

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、
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。

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。
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。

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

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。

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
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.

Real world performance
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。

掛け値なし、本物のパフォーマンス
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CONSTRUCTION
Adria caravans have a reputation for 

being robustly built, which reflects our 
approach to design, construction and 

quality management. 

Adria’s unique ‘Comprex’ body 
construction combines the torsional 
strength of wood, the durability of 

polyurethane and the moisture-stopping 
properties of polyester.

Body construction

Please check www.adria-mobil.com for individual model specifications and technical details.

ボディ構造

構　造
アドリアのキャラバンは

強固な構造に定評がありその強さをもとに
デザイン、構造、品質管理をしています。

アドリア独自の“コンプレックス（複合）”ボディ構造は
木のねじりの強度とポリウレタンの耐久性

そしてポリエステルの防湿性を併せ持っています。

1 composite wood panel

2 polyurethane sealing

3 eps styrofoam

4 exterior polyester body     
   shell cladding(side wall)

複合ウッドパネル

ポリウレタン系シーリング

EPSスタイロフォーム断熱材

FRP外装ボディ（壁）

6 XPS Styrofoam insulation foam

7 Reinforced hardwood profile

5 exterior polyester 
   body shell cladding(floor)

XPSスタイロフォーム断熱材

強化ハードウッド桟

FRP外装ボディ（床）
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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. 

Climate control

TECHNOLOGY
Plasma-treat technology is a robotized 

process which cleans and applies adhesive 
to ensure perfect sealing of window and 

door joints.

空調システム

アドリアサーモビルド基準

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 thermo-
shielding and integrated screens in our panoramic windows.

Optional factory-fitted air conditioning is also available to order. 

暖　房
オプションのACフロアーヒーティングを備えたTruma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。

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。

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。 



MEET 
THE NEW 
GENERATIONThe collection 
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a v i v a a l t e a

page page 3022
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a d o r a a l p i n a a s t e l l a

page page page50 6238



A new style of camping. 
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360 DD

360 DK

400 PS

400 DK

472 PK

492 LU

522 PT
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AV I VA
Aviva, the European Innovation award-winner 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. 

 
Experience a new style of camping.

ヨーロッパ・イノベーション賞を受賞したAVIVAは、オリジナリティがあり、快適で使いやすいキャラバンです。
エレガントなデザインでスタイリッシュなインテリアに、画期的な機能を満載し、テキスタイルやクッションもお選びいただけます。

新しい形のキャンプを体験してみてください。



1 Exclusive exterior design 
and 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.
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Exterior features Aviva brings an innovative, new style to camping thanks to its combination of 
space, comfort and practical features.

独自の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。

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。
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Interior features 

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

II.  Innovative, exclusive 
storage solutions.    

III.  Loudspeakers, 
Bluetooth® amplifier, USB 
ports.

IV. Comfortable sleeping 
in a choice of bed formats.

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 & 
electrical floor heating 
(optional).

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。 スピーカー、Bluetoothアンプ、
USBポートの設置。

様 な々レイアウトが選べる
心地よい就寝スペース。

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のヒーティングと床暖房。
（オプション）
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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。

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. 



2x/3x

2x

2x
 

2x
/3

x

1x
/2

x
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a v i v a  l a y o u t s

360 DK
L 4142 (mm)
W 2090 (mm) 4

492 LU
L 5384 (mm)
W 2300 (mm) 5

360 DD
L 4142 (mm)
W 2090 (mm) 3

472 PK
L 5174 (mm)
W 2300 (mm) 6

400 DK
L 4492 (mm)
W 2090 (mm) 4

522 PT
L 5664 (mm)
W 2300 (mm) 6

400 PS
L 4492 (mm)
W 2090 (mm) 4

L = LENGTH   W = WIDTH         NUMBER OF BERTHS          KITCHEN    TABLE   SEATING AREA    WARDROBE    BERTHS    BATHROOM    FLOOR※ L=車体長、W=全幅
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KEY options

NEW soft furnishings

TEXTILES selectionKEY features

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

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. 

a v i v a

SUMMER VIBESDREAM HARMONY GREY PLANET

WARM BROWNSMYSTIC GARDEN

BAHIA FLORIAN

ROBYN OLIVIA

BROWNIES

• 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. 

• 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。

• 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。
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Light, bright and fun!

a l t e a
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472 PK

552 PK

622DK AVON

a l t e a

A LT E A
The Altea, a comfortable, practical caravan for a lighter, brighter and more fun experience. 

Contemporary interior with practical layouts, innovative features, improved lighting and storage, 
better comfort and more practicality.  

 
Enjoy a light, bright and fun caravan experience.

快適で実用的なALTEAは軽快で明るくもっと楽しい体験をすることができます。
実用的なレイアウト、画期的な機能、改良されたライトと収納でさらに心地よく実用的になりました。

軽快で明るく楽しいキャラバンを楽しんでください。



1 Exclusive exterior design 
and 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.

32 adria 2022 caravans

a l t e a

Exterior features Altea is a really elegant and comfortable caravan, perfect for holidays, with its 
combination of space, comfort and features. 

ALTEAはエレガントで心地よいキャラバンで、スペース、快適性と機能の組み合わせで最適な休暇を過ごすことができます。

独自のエクステリアデザインと
グラフィック。

オプションで窓付きの
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。 472PKはスライドアウトキッチンユニッ
トがオプションで取り付け可能。
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a l t e a

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, 
Bluetooth® amplifier,  
USB ports.

VII. Truma heating with 
optional electrical floor 
heating.

画期的な照明システムを採用した
現代的なインテリア。

高品質の設備を使った
スマートキッチン。

エルゴバスルームには
折り畳み式洗面台付き。

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。

スピーカー、Bluetoothアンプ、
USBポートの設置。

Trumaのヒーティングと
オプションの床暖房。
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Discover 360º walkthroughs,
 layouts, specification technical data 

and our product configurator at
www.adria-mobil.com 

VIEW
ONLINE
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a l t e a

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 a choice of layouts. 

ALTEAは、ワクワクするような現代的なデザインと、軽快で広 と々して、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。



2x / 3x

2x
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a l t e a  l a y o u t s

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

622 DK AVON 
L 6943 (mm)
W 2299 (mm) 6

472 PK
L 5319 (mm)
W 2296 (mm) 6

L = LENGTH   W = WIDTH         NUMBER OF BERTHS          KITCHEN    TABLE   SEATING AREA    WARDROBE    BERTHS    BATHROOM    FLOOR※ L=車体長、W=全幅

6



SUMMER VIBESDREAM HARMONY GREY PLANET

WARM BROWNSMYSTIC GARDEN

BROWNIES
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TEXTILES selectionKEY features

KEY options

NEW soft furnishings

a l t e a

FLAVIE SETH

GILLES

• Kid’s Pack on Family layouts. 
• Model 472 KP optional external slide-out kitchen unit.

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. 

• 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.
• Comfortable sleeping in a choice of bed formats. 
• Smart kitchen with optimized worktop, storage and 

appliances.
• Ergo bathroom with storage and a foldaway sink. 
• Controllable lighting for different ambiance. 
• Smart storage solutions.
• Modern textiles with softer more durable materials. 
• Loudspeakers, Bluetooth® amplifier & USB ports.
• Truma heating with optional electrical floor heating.

• 独自のグラフィックを採用したエクステリアデザイン。
• 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。
• 画期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。
• 様々なレイアウトをお選びいただける快適な就寝スペース。
• 最適化された作業スペース、収納と設備の整ったスマートキッチン。
• 収納と折り畳み式洗面台付きのエルゴバスルーム。
• さまざまな雰囲気を演出する調光可能な照明。
• 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ヒーターとフロアヒーター。

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



MEET 
THE NEW 
GENERATION

a d o r a

Designed around you. 

INSPIRED
DESIGN 

SIGNATURE
FEATURES 

HOME-STYLE
FEELING

INSPIRED
SOLUTIONS

CONTEMPORARY
LIVING SPACES
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472 UP

502 UL

522 UP

542 UL

572 UT

573 PT
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The award-winning, new generation Adora, our best-selling caravan. Aerodynamic caravans, with distinctive Adria silhouette, extra-large in-line 
panoramic window and smart storage. Feel inspired and at home in the elegant and contemporary living spaces.

 
Designed around you. 

受賞歴もあるアドリアのベストセラーの新しいADORA。
空気工学に基づいて設計された独自のシルエットで、大きなインラインパノラマウィンドウで収納も充実しています。

エレガントで現代的なリビングスペースで家にいる雰囲気を味わってください。

あなたを中心にデザインしました。
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INSPIRED DESIGN

Inspired aerodynamic, clean design exterior 
and contemporary interiors. 

Exterior features 

a d o r a

1 EXTERIOR DESIGN, aerodynamic, for clean and elegant style.

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

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

4 PERFORMANCE CHASSIS FROM AL-KO with AKS stabiliser. 

5 INNOVATIVE WIND DIFFUSERS, for more efficient towing.

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

7 HIGHER VOLUME STORAGE, tent profile and integrated handles.

8 ALLOY WHEELS and Continental tyres.

European Innovation Award 
winner for exterior design.

1  エクステリアデザイン　空気工学に基づいたスッキリしたエレガントなスタイル。

2  リヤウォールデザイン　多機能フルLEDライト付き。

3  パノラマウィンドウ　ほとんどのレイアウトでインラインの幅広いデザインを採用。

4  高性能シャシー　AKSスタビライザーを搭載したAL-KO製。

5  革新的なウィンドディフューザー　牽引がしやすくなりました。

6  広いエントランスドア　二重構造でフラットなダークウィンドウ。

7  大容量の収納　テントプロファイルと一体化したハンドル。

8  アルミホイール　とコンチネンタルタイヤ。

空気工学に基づいてデザインされた
すっきりとした外観と現代的なインテリア。

革新的なデザイン
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Exclusive Adora signature features.

SIGNATURE FEATURES 

PERFORMANCE CHASSIS

AL-KO chassis with AKS stabiliser coupling and 
optional ATC trailer control system. Lightweight 
Vario X chassis on selected models.

IN-LINE PANORAMIC WINDOW

Our in-line design brings light and the feeling of space for ‘atrium-
style living’. Includes integrated shading and ventilation features. 

a d o r a

AERODYNAMIC WIND DIFFUSERS

This innovative feature, aids wind diffusion, 
look stylish and help towing efficiency.

EXTERIOR GRAPHICS

Automotive style graphics, 
with familiar Adria lines. 

LED LIGHTS

Full LED multifunctional rear lights for 
automotive style and functionality.

高性能シャシー
AKSスタビライザー付きのAL-KOシャシーとオプションで
ATCトレイラーコントロールシステムを取り付け可能。
軽量のVario　Xシャシーがモデルによって搭載されいています。

インライン　パノラマウィンドウ
アドリアのインラインデザインによって明るく開放感のあるリビングを味わうことができます。

一体化したシェードもついていて換気機能もあります。

外装グラフィック
自動車仕様のグラフィックでアドリアらしいライン。

LEDライト
自動車仕様で機能的な多機能のフルLEDのリヤライト付き。

空気工学に基づいたウィンドウディフューザー
画期的な形により空気の拡散を助け、

牽引もしやすく見た目もスタイリッシュです。

アドリアならではの特色

他にはないADORAの独自の機能。
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HOME-STYLE FEELING 

• 
Lighting system for controllable ambiance.

• 
Extra-large panoramic window (most models).

• 
Sound system with integrated hidden speakers.

• 
Organized storage with dedicated spaces for 

personal item.
• 

Heating by Truma and Alde.

a d o r a

Discover 360º walkthroughs,
 layouts, specification technical data 

and our product configurator at
www.adria-mobil.com 

VIEW
ONLINE

● 雰囲気を変えることのできる照明システム。
● 大きなパノラマウィンドウ。（ほとんどのモデル）

● 一体化した隠れたスピーカーのサウンドシステム。
● 携行品を収納できる充実した収納スペース。

● TrumaもしくはAldeヒーター。
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家庭的な雰囲気の
吹き抜け式リビングインテリア。

レイアウトをお選びいただけるベッドルーム
は EVOPORE®マットレスを採用。

アドリアのデジタルパネル、サウンドシステ
ム、BluetoothアンプとUSBポート。

快適で現代的なリビングスペース。 充実した収納と高品質設備のキッチン。 収納スペースを最適化した
エルゴバスルーム。

AldeもしくはTrumaのヒーティングと
オプションの床暖房。

a d o r a

Interior features 

I. Home-style interior 
design for atrium-style 
living.

II. Comfortable bed 
solutions with Evopore® 
mattresses.

III.  Adria digital panel, 
sound system, Bluetooth® 
amplifier & USB ports.

IV. Contemporary living 
spaces with outstanding 
comfort.

V. Kitchen design with 
great storage and best 
appliances. 

VI. Ergo bathroom design 
with innovative optional 
storage solutions. 

VII. Alde or Truma heating, 
plus optional electrical floor 
heating.
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a d o r a

CONTEMPORARY LIVING SPACES

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.

Everything is designed around the way you 
want to live. 

大きなパノラマウィンドウ付きで”吹き抜け”の開放的なリビング。
パノラマウィンドウで自然光が入り、遮光や換気の調整ができます。

● 大きなパノラマウィンドウの下にあるリビングルーム。
● 快適に座れるダイネット。

● 簡単に設置できる追加ベッド。 
● 耐久性のある軽量のテーブル。

● 心地よいヘッドレスト。

あなたの過ごし方に合わせて全てをデザインしました。
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a d o r a

KITCHEN 

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

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

BATHROOM  

Our Ergo bathroom with extra space, lighting and plenty of storage.     
 
• Practical fold-away sink.  • Efficient draining and serviceability.
• Storage for personal things.  • Controllable lighting.

ベッドルーム
最適な家のキッチンを元に家庭的なキッチンをデザインしました。

バスルーム
特別なスペースのエルゴバスルーム、照明と収納スペースも充実。

● 大容量のエレガントな凹面カップボード 　● 大容量の引き出し　
● 多機能ハンギングプロファイル 　● 高品質の設備

● 実用的な折りたたみ洗面台　● 効率的な排水で使いやすい　
● 携行品用の収納スペース　● 調整可能な照明
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Interior

FEATURED LAYOUT: 
ADORA 613 PK

Adora 613 PK especially 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 rear 
panoramic window, includes 2 TV points.

ADORA 613 PKの特徴
ADORA613PKはファミリー向けです。
全てのベッドが２ｍ以上で
大人2人とお子様3人までに対応しています。
アドリアのExclusive Design®のおかげで
後方部分にパノラマウィンドウの下で眠る場所と遊ぶ場所、
２つのTV接続も追加することができました。

ベッドルーム
快適な眠りを提供する様々なスタイルの
ベッドルームデザイン。
 
● 高さがあり、眠りやすいベッド。
● Evopore®マットレス。
● 調整可能な照明。
● 携行品用の収納スペース。

BEDROOM 

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

• High, easy-accessible beds.
• Evopore® mattress.
• Controllable lighting.
• Storage for personal things.
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マルチメディア
デジタルコントロールパネルやスピーカー、Bluetoothアンプ、ＴＶ接続とホルダーや
USBポートなど益 メ々ディアとの接続を楽しんでください。

リビングスペースに改良を加え、最大耐荷重も標準で増やしました。

収納
収納スペースを最大限増やしました。外部にはガスボトル収納を内部には凹面の大容量カップボードを設置しました。
大きなワードローブと多目的に使えるキッチンとバスルームの収納。また取り外し可能な収納もつけました。

INSPIRED SOLUTIONS

Innovative new solutions for inspired living and 
maximum permitted weight loading as standard. 

a d o r a

STORAGE

More storage than you’d think possible. External gas bottle storage. Inside, large 
volume concave design cupboards. Large wardrobe design and multi-purpose 
kitchen and bathroom storage, including innovative removable storage solutions. 

MULTIMEDIA

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



2x/3x
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* in homologation proces

a d o r a  l a y o u t s

472 UP
L 5385 (mm)
W 2299 (mm) 4

573 PT
L 6365 (mm)
W 2460 (mm) 6

502 UL
L 5725 (mm)
W 2299 (mm) 5

522 UP
L 5910 (mm)
W 2299 (mm) 4

542 UL
L 6150 (mm)
W 2299 (mm) 5

572 UT
L 6400 (mm)
W 2299 (mm) 4

L = LENGTH   W = WIDTH         NUMBER OF BERTHS          KITCHEN    TABLE   SEATING AREA    WARDROBE    BERTHS    BATHROOM    FLOOR※ L=車体長、W=全幅
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SUMMER VIBESDREAM HARMONY GREY PLANET

WARM BROWNSMYSTIC GARDEN

BROWNIES

• Exterior design with clean forms and integrated features.
• GFK body construction, AL-KO chassis, AKS stabiliser 

coupling.
• Exclusive rear wall design with 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 doubleglazed ‘flat’ tinted 

windows.
• Interior design, with contemporary living spaces.
• Choice of comfortable bed formats, with Evopore® 

mattrasses.
• Adria digital panel, sound system, Bluetooth® amplifier & 

USB ports.
• Living and dining area, with outstanding comfort.
• Kitchen design with great storage and best appliances.
• Ergo bathroom design with innovative storage solutions.
• Alde or Truma heating, plus optional electrical floor 

heating.
• Couple, family, teenager and child friendly layouts.

• スッキリと各機能が統合されたエクステリアデザイン。
• GFKボディ構造でAL-KOシャシー、AKSスタビライザー。
• 独自のリアウォールデザインで多機能のフルLEDライト付き。
• スッキリしたウィンドディフューザ、ハンドル、テントプロファイル、収納と照明。
• 大きなインラインパノラマウィンドウがほとんどのレイアウトについています。
• 広いエントランスドア 二重構造でフラットなダークウィンドウ。
• 現代的なリビングスペースでエレガントなインテリアデザイン。
• アドリアのデジタルパネル、サウンドシステム、BluetoothアンプとUSBポート。
• 快適なリビングとダイニングエリア。
• 家庭的なキッチンには充実した収納と高品質の設備。
• 十分な収納スペースのあるエルゴバスルーム。
• AldeかTrumaのヒーターとオプションで床暖房をつけることができます。
• カップル、家族、ティーンや子供向きのレイアウト。

• AL-KO　ATCトレーラーコントロールシステム。
• 画期的なオプションの収納スペース。

• AL-KO ATC trailer control system.
• Innovative optional storage solutions. 

Selection of textiles and decorative cushion sets.

Discover more at www.adria-mobil.com

a d o r a  s t y l i n g

KEY features

KEY options

SOFT furnishings

TEXTILE selection

MISTY ROSE (standard) DARK ALMONDS

STONE ISLAND MORGAN
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MEET 
THE NEW 
GENERATION

a l p i n a

Designed for peak performance.

INSPIRED
DESIGN 

SIGNATURE
FEATURES 

HOME-STYLE 
FEELING

INSPIRED 
SOLUTIONS

CONTEMPORARY 
LIVING SPACES
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Our premium high-performance, all-seasons caravan. Distinctive Adria aerodynamic silhouette and extra-large  
in-line panoramic window (on most layouts). Durable ‘Comprex’ body construction, performance chassis and insulation and Alde heating.  

Feel inspired and at home in the elegant and contemporary living spaces.
 

Designed for peak performance.

高性能で一年中快適に過ごせるプレミアムキャラバンです。
アドリア独自の空気工学に基づいたシルエット、大きなインラインパノラマウィンドウ（ほとんどのレイアウトに採用）。

ダブル“コンプレックス（複合）”ボディ構造、高性能シャシーや断熱材、Aldeヒーターを完備。エレガントで現代的なリビングスペースでまるで家にいるような気持ちを味わってください。

究極の性能をデザイン。 583LP

613 UT

663 HT

663 UK

753 UP

763 UK
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INSPIRED DESIGN

a l p i n a

Inspired design for peak performance, 
practicality and comfort.

Exterior features 
1 EXTERIOR DESIGN, aerodynamic, for clean and elegant style.

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

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

4 PERFORMANCE CHASSIS from AL-KO and Knott. AKS and ATC available. 

5 INNOVATIVE WIND DIFFUSERS, for more efficient towing.

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

7 HIGHER VOLUME STORAGE and integrated handles.

8 INTEGRATED TENT PROFILE with optional LED silhouette light.

実用的で心地よい究極の性能をデザイン。

1  エクステリアデザイン　空気工学に基づいたスッキリしたエレガントなスタイル。

2  リヤウォールデザイン　多機能フルLEDライト付き。

3  パノラマウィンドウ　ほとんどのレイアウトでインラインの幅広いデザインを採用。

4  高性能シャシー　AL-KOもしくはKnott製。 AKSとATCもお選びいただけます。

5  革新的なウィンドディフューザー　牽引がしやすくなりました。

6  広いエントランスドア　二重構造でフラットなダークウィンドウ。

7  大容量の収納　一体化したハンドル。

8  一体化したテント用プロファイル　オプションのLEDシルエットライト付き。
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Exclusive Alpina signature features for 
high-performance adventures.

SIGNATURE FEATURES 

a l p i n a

IN-LINE PANORAMIC WINDOW

Our in-line design brings light and the feeling of space for ‘atrium-
style living’. Includes integrated shading and ventilation features. 

LED LIGHTS

Full LED multifunctional rear lights for 
automotive style and functionality.

PERFORMANCE CHASSIS

AL-KO and Knott chassis for secure 
and stable towing, both with stabiliser 
coupling and optional trailer control 
system. AL-KO on single axle and 
Knott on double-axle caravans.

LED SILHOUETTE 
LIGHTS

Optional unique LED 
silhouette lights to brighten 
up your evening outdoors.

EXTERIOR GRAPHICS

Automotive style graphics, with familiar Adria 
lines, premium finishes and chrome badges.  

AERODYNAMIC WIND DIFFUSERS

This innovative feature, aids wind diffusion, 
look stylish and help towing efficiency.

最高の冒険を楽しめる圧倒的なALPINA独自の機能。

1  エクステリアデザイン　空気工学に基づいたスッキリしたエレガントなスタイル。

2  リヤウォールデザイン　多機能フルLEDライト付き。

3  パノラマウィンドウ　ほとんどのレイアウトでインラインの幅広いデザインを採用。

4  高性能シャシー　AL-KOもしくはKnott製。 AKSとATCもお選びいただけます。

5  革新的なウィンドディフューザー　牽引がしやすくなりました。

6  広いエントランスドア　二重構造でフラットなダークウィンドウ。

7  大容量の収納　一体化したハンドル。

8  一体化したテント用プロファイル　オプションのLEDシルエットライト付き。

インライン　パノラマウィンドウ
アドリアのインラインデザインによって明るく開放感のあるリビングを味わうことができます。

一体化したシェードもついていて換気機能もあります。

高性能シャシー
安全で安定した牽引ができるAL-KOとKnottシャシー。
スタビライザーやオプションで
トレーラーコントロールシステムをつけられます。
AL-KOはシングルアクセルでKnottは
ダブルアクセルに採用されています。

LEDのシルエットライト
オプションのLEDシルエットライトで、

夜のアウトドアも明るく過ごせます。
AL-KOはシングルアクセルで、

Knottはダブルアクセルに採用されています。

外装グラフィック
自動車仕様のグラフィックで

アドリアらしいプレミアム仕上げとクロム合金のバッジ。

LED照明
自動車仕様で機能的な多機能のフルLEDのリヤライト付き。

空気工学に基づいたウィンドウディフューザー
画期的な形により空気の拡散を助け、

牽引もしやすく見た目もスタイリッシュです。
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HOME-STYLE FEELING 

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

• 
Intuitive light management for ambiance control. 

• 
Extra-large panoramic window (most layouts).

• 
High quality sound system with Bluetooth® 

amplifier. 
• 

Organized storage with dedicated spaces for 
personal items. 

• 
Adria Alde heating. 

Discover 360º walkthroughs,
 layouts, specification technical data 

and our product configurator at
www.adria-mobil.com 

VIEW
ONLINE

究極の休暇が過ごせるように全てをデザインしました。

●異なる雰囲気を演出する調光可能な照明。
●ほとんどのレイアウトに大きなパノラマウィンドウ付き。 
●Bluetoothアンプ付きの高品質サウンドシステム採用。 

●収納スペースも充実。 
●Aldeヒーター完備。



I. Home-style interior 
design for atrium-style 
living.

II. Comfortable bed 
solutions with quality 
sprung mattresses.

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

IV. Contemporary living 
spaces with outstanding 
comfort.

V. Kitchen design with 
great style, storage and 
best appliances.

VI. Elegant bathroom 
design with Alde Tower for 
comfort.

VII. Adria Alde heating, 
integrated design, with no 
cold-spots.

吹き抜け式の家庭的な
リビングインテリアデザイン。

高品質のスプリングマットレスを使用した
心地良いベッド。

アドリアデジタルコントローラー、サウンドシ
ステム、 BluetoothアンプとUSBポート。

快適で現代的なリビングスペース。 スタイリッシュで収納と最適な設備完備
のキッチン。

心地よいエレガントなバスルーム。 アドリアのAldeヒーティングは、すっきりし
たデザインでかつ寒い所を作りません。
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Interior features 

a l p i n a
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LIVING ROOM 

The large panoramic window means ‘atrium-
style’ living, with natural light, controllable 

shading and ventilation, with easy-to-open 
spring hinges. 

 
•

Living room beneath large panoramic window.
•

Dinette with comfortable seating, adjustable 
headrests.

•
Concave overhead cupboards, strong hinges and 

smart storage solutions.
•

Home-style TV cabinet.
•

Re-chargeable light for indoor-outdoor use.

CONTEMPORARY LIVING SPACES

Everything is designed for the ultimate holiday 
living experience.

究極の休暇が過ごせるように全てをデザインしました。

リビングルーム
大きなパノラマウィンドウ付きで”吹き抜け”の開放的なリビング。
パノラマウィンドウで自然光が入り、遮光や換気の調整ができ、

バネ付きのヒンジで開けやすいです。

● 大きなパノラマウィンドウのあるリビングルーム。
● 心地よいシートと調整可能なヘッドレストのあるダイニング。

● 強力なヒンジのついた凹面の上部カップボード収納スペース。
● 家庭的な雰囲気のTVキャビネット。

● 充電式のインドアでもアウトドアでも使えるライト。
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KITCHEN 

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

• Elegant design with premium chrome details.
• Large working surface and real wood chopping board.
• High loading capacity drawers and smart storage profiles.
• High quality appliances.

a l p i n a

BATHROOM 

Elegant bathroom with extra space, lighting and plenty of storage.
 
• Large volume sink.
• Alde Tower for warmth and comfort. 
• Storage for personal things. 
• Mirror with ambient light.

バスルーム
広いスペース、ライトと大容量収納のあるエレガントなバスルーム。

●大きな洗面台　●暖かさと快適さのためのAldeタワー　
●携行品の収納スペース　●間接照明がついたミラー

キッチン
最適な家のキッチンを元に家のようなキッチンにデザインしました。

●クロム合金のエレガントなデザイン　●大きな作業スペースと木製のまな板
●大容量の引き出しと収納スペース　●高品質の設備
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BEDROOM 

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

• Quality sprung beds in many formats.
• Luxury mattresses, with cold-foam for extra comfort.
• Controllable lighting, with intuitive light panel.
• Elegant storage solutions.

A choice of layouts designed for the way you want 
to live, including unique layouts for large families and 
groups. 

Featured Layout : Alpina 663 PT with exclusive 
compact panoramic door for indoor-outdoor living.

ベッドルーム
快適な眠りを提供する様々なスタイルのベッドルームデザイン。

家族や大人数のグループ向けを含め、お客様の暮らし方に合わせたレイアウトを
お選びいただけます。

特徴的なレイアウト ： ALPINA663PTはコンパクトなパノラマドア付きで中と
外の行き来が快適に過ごせます。

● 様々なレイアウトの高品質ベッド。
● さらに心地良くなった“コールドフォーム”の高級なマットレス。
● 操作しやすいライトパネル付きで調整できるライト。
● エレガントになった収納スペース。
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INSPIRED SOLUTIONS

Innovative new solutions for inspired living all-year round.

a l p i n a

MULTIMEDIA 

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

STORAGE 

Easy access gas storage outside, with Smart boxes available. Inside, large 
volume concave design cupboards. Large wardrobe design and multi-purpose 
kitchen storage, including large capacity drawers and utensils track. Smart 
storage for personal items too. 

LIGHTING

Intuitive light management.

EXCLUSIVE LOUNGE SEAT

Inspired seating design, adjustable 
and comfortable (option, layout 
dependent).

専用ラウンジシート
革新的なシートデザインで
調整可能な快適な座り心地です。

（レイアウトによって選択可能）

収納
外にはスマートボックス付きの使いやすいガス収納、そして中には凹面デザインのカップボードがあります。
大きなワードローブとキッチンの大容量引き出し付きの多機能収納と携行品の収納スペースもあります。

照明
簡単操作のライト。

マルチメディア
デジタルコントロールパネルやスピーカー、Bluetoothアンプ、ＴＶホルダーやＵＳＢポートなど
メディアとの接続を楽しんでください。オールシーズン快適に過ごせる改良点。
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a l p i n a  l a y o u t s

583 LP
L 6510 (mm)
W 2460 (mm) 4

613 UT
L 6761 (mm)
W 2460 (mm) 4

663 HT
L 7281 (mm)
W 2460 (mm) 5

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

753 UP
L 8110 (mm)
W 2460 (mm) 6

763 UK
L 8236 (mm)
W 2460 (mm)

6+1 opt.

8+1 opt.

* in homologation proces

L = LENGTH   W = WIDTH         NUMBER OF BERTHS          KITCHEN    TABLE   SEATING AREA    WARDROBE    BERTHS    BATHROOM    FLOOR※ L=車体長、W=全幅
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• Aerodynamic exterior design with integrated features. 
• Comprex body, AL-KO or Knott chassis, with coupling 

stabilizer.
• Exclusive rear wall design with 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.
• Elegant interior design, with contemporary living 

spaces.
• Comfortable bed formats with real sprung mattresses.
• Adria digital panel, sound system, Bluetooth® amplifier 

& USB ports.
• Living and dining area, with outstanding comfort. 
• Kitchen home-style design with great storage and best 

appliances.
• Elegant bathroom design with Alde Tower.
• Adria Alde heating system. 

• ALKOもしくはKnottのトレイラーコントロールシステム。
• LEDシルエットライト。
• ラウンジシート。

• AL-KO or Knott trailer control system.
• LED silhouette lights. 
• Lounge seat. 

a l p i n a  s t y l i n g

Selection of textiles and decorative cushion sets.

Discover more at www.adria-mobil.com 

URBAN GREYS (standard) BLUE CRYSTALS

CHESTNUT GROW LEATHER CHARLES

SUMMER VIBESDREAM HARMONY GREY PLANETBROWNIES

WARM BROWNSMYSTIC GARDEN

KEY features

KEY options

SOFT furnishings

TEXTILE selection

• 空気工学に基づいたスッキリとしたデザイン。
• “コンプレックス（複合）”構造のボディ、AL-KOもしくは     

Knottシャシーにスタビライザー付き。
• 独自のリヤウォールには多機能のフルLEDライト付き。
• スッキリとしたウィンドディフューザ、ハンドル、                     

テントプロファイル、収納とライト付き。
• 大きなインラインパノラマウィンドウがほとんどのモデルに      

ついています。
• 広いエントランスドア、二重構造でフラットなダークウィンドウ。
• 現代的なリビングスペースでエレガントなインテリアデザイン。
• リアルスプリングマットレスで快適なベッド。
• アドリアのデジタルパネル、サウンドシステム、　　    

BluetoothアンプとUSBポート。
• 快適なリビングとダイニングエリア。
• 家庭的なキッチンには充実した収納と高品質の設備。
• エレガントなバスルーム。
• アドリアAldeヒーターシステム。

お選びいただけるテキスタイルとクッション。詳細はホームページでご確認ください。



New luxury experience.

a s t e l l a
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644 DP

704 HP

754 DP

904HP

a s t e l l a

Dare to dream.

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. 

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。

63adria2022 caravans
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breaking
the rules

A L W AY S  I N N O V AT 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. 

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”. 

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.

“It’s a feeling. Of everything being as it should”. 

S M O O T H  C L E A N  L I N E S 

P U R E  D E S I G N

ルールを打ち破る

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。

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ASTELLAです。

革 新し 続 け る

滑らかで美しいライン

全 て が 必 要とされ て いるもの

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。

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

“It’s a feeling. Of being shaped by the wind”. 

S H A P E D  B Y  T H E  W I N D

P R OV E N  A E R O DY N A M I C S

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。

風によって形どられた

風 によって 形 成され たもの



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.

“It’s a feeling. Of being at one with nature”. 

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

C O N N E C T E D  L I V I N G

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。

最 高 の 居 場 所

自 然と一 体 で あること
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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.
 
“It’s a feeling. Of being in your own dream home”. 

L U X U R I O U S  I N  I T S  S I M P L I C I T Y

L U X U RY  E X P E R I E N C E

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。

シ ン プ ル な 中 に あ る 豪 華 さ

あなた の 夢 の 家 に いること
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designed for living

l i v i n g

Luxurious, contemporary interior design. 
Flowing layouts, with great living spaces, 
complemented by touches of luxury. 

d e t a i l s  m a t t e r

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。

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。

It feels like a 
luxurious beach 

house, everything 
just flows and 
cocoons you.
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k i t c h e n

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。
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s t o r a g e

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

Everything seems to have a place. 

b e d r o o m

Private, luxurious home-style bedroom with innovative controllable lighting and bed with 
comfortable Octasprings® mattresses.  

m u l t i - m e d i a

Media controller, multiple USB sockets and sensibly located TV holder and Bluetooth amplifier. 

A bedroom 
that’s easy 

to fall in 
love with. 

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。

マルチメディア 
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。

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。
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b a t h r o o m

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

A bathroom 
with space 

is pure luxury

l i g h t i n g

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。

バスルーム 
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 と々したバスルーム。



astella 644DP

A more compact layout, perfect for a couple, with comfortable living spaces and even more agile on the road. 
Sleeping berths for 2-4 people. 

カップルに最適な、よりコンパクトなレイアウトで、快適な居住空間と、さらに俊敏な走行性を実現しました。
就寝定員2-4人です。

6977 mm

8355 mm

2525 mm

2_4

Kg 2.500

silverstar 
bluestar
leather harry

［定置使用］
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• Special panoramic door.
• Exclusive kitchen design.
• Luxury private bedroom.
• Elegant luxury bathroom.
• Integrated Alde heating. 

• 独自のパノラマのドア
• 上質なキッチンデザイン
• 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

Key features
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astella 704HP

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。

7600 mm

8992 mm

2525 mm

2_4

Kg 2.500/3.000

silverstar 
bluestar

［定置使用］
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• 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
• 上質な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

Key features
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astella 754DP

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。

8090 mm

9477 mm

2525 mm

2_4

Kg 2.500/3.000

silverstar 
bluestar

［定置使用］
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• Large connected open living spaces.
• Exclusive design panoramic doors.
• Luxury private bedroom with 
   panoramic window.
• Elegant luxury bathroom.
• Easy set-up sofa bed

Key features

• 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
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astella 904HP

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。

9538 mm

10922 mm

2525 mm

2_6

Kg 2.800/3.000

silverstar 
bluestar

［定置使用］
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• Exclusive design, fully-equipped kitchen.
• Adria exclusive bunk-bed solution.
• Luxury private bedroom.
• Exclusive design panoramic doors. 
• Integrated Alde heating. 

Key features

• 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
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Soft furnishings  Selection of textiles and decorative cushion sets.

URBAN GREYSBLUESTAR

AlpinaAstella

BLUE CRYSTALSSILVERSTAR

AlpinaAstella

CHESTNUT GROWLEATHER HARRY

AlpinaAstella

LEATHER CHARLES

Alpina

MISTY ROSE

Adora

DARK ALMONDS

Adora

GILLES

STONE ISLANDS MORGAN LEATHER CHARLES FLAVIE

Altea

Adora Adora Adora Altea

Altea Aviva Aviva Aviva Aviva

SETH BAHIA FLORIAN OLIVIA ROBYN

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

All models offer really comfortable and supportive seating.

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

Soft furnishings 
& decorative cushions

BROWNIESDREAM HARMONY SUMMER VIBES

WARM BROWNSMYSTIC GARDENGREY PLANET
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ADRIA RECREATIONAL VEHICLES 
ARE THE CHOICE OF CHAMPIONS. 

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. 

World-class partners

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. 

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

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。

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。

プリモーツ・ログリック
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。

アドリアのRV車はチャンピオン達にも選ばれています。








