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国産ビルダー・フィールドライフ
モーターホームへの挑戦

平成３年創業、群馬県に本社工場を構える国産ビルダー「フィールドライフ」は、創業当初より国産モーターホームの開発・

製造を目指し、日々技術の工場を続けて参りました。そして1998年、国産初のフルコンバージョンである「プラッツ」の

開発を開始、翌々年に販売を開始しました。その技術力を活かし2002年にはヒュンダイ、2003年にはカムロードで

キャブコンバージョン「フランク」の製造・販売を開始。翌年にはメルセデスベースの「SORA」も製造・販売しました。

（フランク・SORAは現在生産終了）

平成16年、ベアシャーシが生産終了となってしまった「プラッツ」に代わり、「ルーツ」を開発。マイクロバスのフロント部とシャシーの

みを残し、高断熱ボディで作られたその姿はセミフルコンバージョンという新しいキャンピングカーの形を提案しました。

そして2010年、三菱ふそうローザをベースに作られた新たなセミフルコンバージョン「シリウス」を開発。更に2018年、

同クラス初のリヤ大型ガレージ収納庫を装備し、また新たに「4WD」という選択肢を得たことで日本の全ての道を走破

できる唯一無二の国産モーターホームが誕生しました。

History

お問い合せ

■掲載写真の車にはオプションが含まれます。   ■仕様はお断りなく変更する場合があります。
■写真は印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見える場合があります。

製造販売元
株式会社フィールドライフ
〒377-0002 群馬県渋川市中村755-1

TEL.0279-22-4841
FAX.0279-24-1999
http://www.field.co.jp

［フィールドライフの歩み］
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輸入モーターホームを越える国産モーターホームの開発

国産ビルダー・フィールドライフが贈る
日本のための和製モーターホーム、「シリウス」です。

それがこのシリウス最大のコンセプトにして最難関の挑戦でした。その為に課せられた使命は日本の風土に合わせた絶対的な快適性です。

これをクリアするためには、まず日本特有の使い方をじっくりと考える必要がありました。例えば「室内へ上がる際は靴を脱ぐ」という動作一つ

とっても、日本人ならではの所作です。このため人数分のシューズボックスが必要となります。また湿度の高い日本に置いて結露は大きな問題

です。この点についてもフレームをアルミではなく木製(松)にすることで大きく軽減させています。また道路事情を考慮しボディをコンパクトに

収めつつも、家族で出かける機会の多い日本人には多人数乗車できるシートやベッドが必須です。また国産ベース車両だからこそ全国に

広がるディーラーネットワーク、運転しやすい2.1mの車幅、左側に設けられたエントランスドアなど、国産のアドバンテージをフルに活用しました。

そして輸入モーターホームの快適さを取り入れる為、同クラス初の「リヤ大型ガレージ収納庫」(OP)を開発、

これにより今まで同クラスでは得られなかった収納力を大幅にアップさせることに成功しました。「大型ラウンド

タイプのマルチルーム」(ラウンジモデル)はシャワー＆トイレを本格的に使えるように広く、「大型タワー3WAY

冷蔵庫140L」(OP)は長旅にも対応した超大型モデルです。

もちろん断熱の向上と軽量化にも手を抜くことはなく、高断熱ハイドロバックパネルボディに加え自社開発の

オーバルヒートシステムを採用することで冬場の断熱を向上し、収納扉にはスチレンサンドウィッチプレスドアを採用

することで軽量化しています。このモデルには私たちが長年培って来た技術が惜しみなく使われているのです。

L字型のラウンジソファはゆっ
たりと寛げる余裕の広さ。簡単
操作でテーブルを押し下げ、
すぐにベッド展開できます。

足を踏み入れた瞬間に感じる圧倒的なゆとりの空間。

それがこの「ラウンジ」モデルの特徴です。

エントランスドアをあえて前方に持ってくることによって、

室内をより広く有効に使うことができます。

L字型に配置されたラウンジソファは簡単操作でベッドにも早変わりし、

大型ラウンドタイプのマルチルームはトイレ＆シャワー以外にも

パウダールームとしても活躍します。

LOUNGE model

サイドソファを使えば大切な
ゲストと共にテーブルを囲め
ます。長時間過ごせるように
アームレストもご用意しました。

キッチンはコンパクトながら
必要なものがしっかりと収まり、
蓋を閉じればすっきりとした
フラットなスペースになります。

ゆったりと過ごしたいリア常設
ベッドの就寝エリアは、マルチ
ルームの扉を使って部屋を
仕切ることができます。

大型ラウンドタイプのマルチルームは、シャワーの使用を想定したヨーロピアンサイズです。

DAY
［乗車7名］

NIGHT
［就寝4名］
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■車両本体価格 ■オプションパッケージ

■メーカーオプション　(○は推奨パック標準装備)

■主要諸元 ■諸費用関係

■架装オプション　(○は推奨パック標準装備)

■標準装備 (●イマジン ▲ラウンジ ◆ダイネット)

【A】ラウンジモデルのみ選択可(イマジンモデル標準装備・ダイネットモデル選択不可) / 【A】選択時は【J】および【K】選択不可

【B】運転席・助手席クッション形状変更(アームレスト付)＆リアフロアカーペット / 【C】および【D】は【E】とセットオプション

【F】ガス配管、ガスボンベ5kg×2含む / 【G】運転席廻りウッドパネル、センターコンソール、左右コンソールのセット

総販売元 販売代理店 【H】SDナビ、ETC2.0、バックカメラ、Rスピーカー、サブ電源 / 【I】持込の製品は保証対象外 / 【J】差込口トリプルは+\20,000

株式会社フィールドライフ販売 【K】エアコン室外機はリア収納庫内に組込 / 【L】エアコン室外機はルーフ上に専用ユニットで搭載

〒377-0002 群馬県渋川市中村755-1

TEL:0279-22-4841　FAX:0279-24-1999 ※表示価格と仕様・装備は予告なく変更する場合があります。 ※その他のオプションに付きましてはご相談ください。

MAIL:info@c-park.jp ※表示されている価格はすべて消費税抜きの価格になります。別途消費税がかかりますのでご了承ください。
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伸縮式ダイネットテーブル (◆脱着式テーブル)

クローゼット収納

マルチルーム(▲大型ラウンドタイプ)

上部吊り戸棚収納庫 スチレンサンドイッチプレスドア

シューズボックス＆ステップボード

リアベッド下大型収納庫(●ガレージ仕様)
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おすすめナビセット【H】

無指向性地デジTVアンテナ

ボディカラー同色ペイント

リアホイール灯

LEDマーカーランプセット F2ヶ所＆R2ヶ所

外部シャワー

サイドオーニング 4.5mスポイラー付

フロントガラス廻りプリーツカーテン

サイクルキャリア エレベーティング

19インチ液晶TV 専用アーム付

○

○

サイドオーニング用 LEDストリップライト追加

オートマチックスイングジャッキ 手動式4本

電動エントランスステップ

ヒッチメンバーC級【J】

セパレートエアコン ルーフトップユニット【L】

550,000

44,400

141,000

150,000

50,000～

セパレートエアコン【K】

温水シャワー＆FFヒーター Truma combi【C】

温水シャワーセット エンジン熱供給【D】

給水77L・排水60Lに変更【E】

カセットトイレ セラミック 首振りタイプ

アクリルウィンド追加（サイズによリ異なる）

シャワー室ファン&LEDライト付ベンチレーター 48,000

250,000

65,000

48,000

400,000

39,000

40,000

60,000

170,000

150,000

60,000

36,000

228,000

48,000

290,000

28,000

135,000

70,000

250,000

360,000

781,350ジェネレーター MACK‐Ⅱ MM2800iSEK

アルミホイール(純正ホイール無)

ホイールライナー

ジェネレーターEU18i組込 室内停止スイッチ付

157,300

280,000

50,000

120,000

150,000

100,000

400,000ウッドパネルセット【G】

シンク・コンロセパレートタイプに変更

ルーフベントMAXX FANに変更

大型アクリルサンルーフ HEKI 3

レンジフード Electrolux CK-155

220,000

153,500

ルーフベントMAXX FANを追加

トリプルサブバッテリーシステム

○

50,000

40,000

大型タワー3WAY冷蔵庫140Lに変更【F】

フロントマルチシェード

デザインカーテンセット レース付

サイン波インバーター1500W リモコン付

ソーラーパネル100W×2

\13,760,000
取得税　207,600

\12,760,000
取得税　177,600

\13,360,000
取得税　195,600

\14,060,000
取得税　216,600

全長×全幅×全高 リサイクル料金

○

3000DT / 2WD / 6速DUONIC

三菱FUSO ローザ 特装車

リア大型ガレージ仕様に変更【A】

83,000

129(175)/2850～3500

430(43.3)/1600～2860

6970(6705)×2100×3150

41,000

上記参照

40,800

21,970

31,230(25ヶ月)
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160,000

80,000

200,000

404,000

301,000

1,588,000寒冷地仕様 4WDに変更(7.0モデルのみ選択可)

135,000

推奨パック

80,000

¥2,774,900
オーナー様に選ばれることの多いオプションを
厳選した弊社の推奨オプションパッケージです

持込みナビゲーション取付費用【I】

○

295,000

100,000～

走行時用ミラーモニター＆カメラ

○

運転席・助手席デラックスキャプテン仕様【B】

運転席・助手席レカロシート エルゴメド

2,880,000リミテッドスリップデフ

電動格納＆リモコンミラー(左) フルオートエアコン

リアオートエアサスペンション

FFヒーター フロアダクト方式 Evo 3900 

600,000

SIRIUS　－シリウスー

\12,460,000
取得税　168,600

\13,060,000
取得税　186,600

○

ベース車輌

エンジン / 駆動

最大出力 取得税

重量税

自賠責保険

最大トルク 自動車税

6.7

7.0

Lounge -ラウンジ- Dinette -ダイネット- Imagine -イマジン-

サブバッテリー残量計

外部AC電源入力 12V25A

ACコンセント＆DCコンセント

バッテリープロテクター

フロント＆リアTVジャック ナビ映像

走行時用オートクーラー＆マニュアルヒーター

大型給排気ベンチレーター

サイドソファ(7.0はロールオーバー式)

コーナー＆スカート ウレタン塗装仕上げ

ルーフ断熱セラミック塗装ガイナ

架装部アクリル二重窓 シェード・網戸付

大型バゲージドア

ワイドエントランスドア 網戸・LEDポーチライト付

リアマーカーランプ

専用ロゴ＆ストライプ

高強度・高断熱フロア

電
装

ラウンジシート(◆対面式REVOシート)

リア常設ベッド(●ツイン ▲◆ダブル)

ダイネット部ベッド

シンク一体型2バーナーコンロ

カセットボンベガス供給器

DC12V車載用高性能冷蔵庫110L

電子レンジ100V 専用収納付

給排水タンク 各19L

高性能AGMサブバッテリー100Ah×2個

 メインバッテリー充電機能付バッテリーコントローラ

ダイネット天井LED照明

エントランスドアカーテン

○ キーレスエントリー 60,000 Rエアサスペンション コンプレッサー付 540,000

フロントウィンドウシェードバンド

エントランスステップ足元灯

LEDルームランプ

LED埋込み式ダウンライト
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