
すでに絶版されたと思われがちな

VOLKSWAGEN Type2。その第2世

代にあたり、T2と呼ばれているワーゲ

ンバスが実はブラジルVWにて未だ製

造されております！現在は1400ccの

水冷式直列4気筒の近代エンジンを搭

載。しか～し見た目の雰囲気は古き良

き時代のレトロさが十分残っています

♪そのワーゲンバスを英国に輸入し

て安全基準をクリアし、キャンピングカ

ーへと架装し、さらにVWからオフィシ

ャルを受けて販売しているのが英国

Danbury Motorcaravans社！先日

渡英してDanbury社を訪問。そしてこ

のたび弊社がDanbury T2の日本に

おける正規輸入代理店になることが

できました！

ドリームなT2。しかも新車で手に入り、

キャンピングカーへと架装している世

界で唯一のNEW T2 CAMPER！実は

新しい安全基準の設定により惜しくも

本年末で生産が終了！最初の報告であ

りながら新車のワーゲンバスのキャン

パーを手に入れる最後のチャンス！

Dreamin’なクルマを製造し続けてく

れたVWに賛辞を送りつつ最初で最

後のNEW T2 CAMPERをゲットして

みるのはいかがでしょうか？！

緊急速報！

T2 BUSが新車で購入可能！
年内生産終了。早いもの勝ち！

憧れのキャンパー！
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【標準装備】
・ 右ハンドル及び左ハンドル
　（選択可能）
・ キャブヒーター
・ 4人乗り/5人乗り（選択可能）
・ リヤシートフルフラットベッド
・ ベッド下収納
・ 2バーナーコンロ
・ 冷蔵庫（12V）
・ シンク
・ 脱着式テーブル
・ リヤウッドフロア

・ 布生地シート
　（カラー選択可能）
・ CDラジオ+4スピーカー
・ キャンパーバッテリー
・ リヤカーテン（イエロー）
・ リヤリーディングランプ
・ リヤ3ポイントシートベルト
・ VW純正イモビライザー
・ アンダーコート加工（防錆）
・ 2トーンカラー（選択可能）
＊その他オプション多数

【仕様】
・ 水冷式直列4気筒ガソリンエンジン 1400cc
・ 最高出力：78PS/4800rpm
・ 最大トルク：12.5ｋ/3500rpm
・ 燃料タンク容量：40L
・ 最高速度：130km/h
・ 0→100km/h：16.6秒
・ 4速マニュアルミッション
・ 長さ：4520mm（ホイールカバーなし）
・ 幅：1720mm
・ 高さ：2080mm
（ポップアップルーフモデル）

・ フロントディスクブレーキ
・ リヤドラムブレーキ
・ リヤベッド長さ：1890mm（4人乗り/5人乗り）
・ リヤベッド幅：1210mm（4人乗り）
・ リヤベッド幅：1525mm（5人乗り）
・ ポップアップルーフベッド長さ：1780mm
・ ポップアップルーフベッド幅：1020mm
＊ポップアップルーフはオプションになります

T2 KOMBI
DANBURY
CLASSIC

《車両価格には下記費用を含みます》（現地ファクトリー輸送費/レジストレーション費/コミッション費/現地通関費/海上輸送費/デバン費/国内通関費/国内輸送費/排気ガス検査費/
保安基準適合検査費/予備検査費を含んでおりますので実質車両価格は約5,800,000円となります）

【ＤＡＮＢＵＲＹ社 ショールーム＆ファクトリー】

＊写真のモデルはオプションのポップアップルーフが装着されております

車両販売価格 6,800,000円（税別）
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1.　シート＆フルフラットベッド
2.　2バーナーコンロ
3.　ステンレススチールシンク
4.　スライドドア＆スライドウインドウ
5.　脱着式テーブル
6.　収納庫またはバディーシート
　　（オプション）

4 SEATER  INTERIOR TOUR

［インテリア及びフローリングカラー］［仕様］ ［4人乗りシートレイアウト］

＊リヤワードローブ /チェックカーテン /

　シートパイピングはオプションとなります
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1.　シート＆フルフラットベッド
2.　2バーナーコンロ
3.　ステンレススチールシンク
4.　スライドドア＆スライドウインドウ
5.　脱着式テーブル
6.　収納庫またはバディーシート
　　（オプション）

5 SEATER  INTERIOR TOUR

［インテリア及びフローリングカラー］［仕様］ ［5人乗りシートレイアウト］

＊レトロチェック生地 /チェックカーテン /

　バディーシートはオプションとなります



・Ｂユニット
 （収納庫/右フロントシート後）

・リヤワードローブ
 （左後ろ収納庫）

・レザーシート＆ベッド　アップグレード
・レザーパインピング＆ボタン アップグレード

・レトロチェック柄シート＆ベッド
 アップグレード

・リヤ後ろ向きシート
 （6/7シート選択時）

・サイドステップ
 （スライドドア側のみ）

・レトロルックフロントダミー
 ホイールカバー
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【オプション装備】

・2トーンカラー
 メタリックオプション

・ポップアップルーフ ・クーラーオプション
 （リヤ上部吊り下げタイプ）

・バディーキャンピングシート（布生地）
・バディーキャンピングシート（レザー生地）

・クロームパッケージ
（フロント＆リヤクロームバンパー/
クロームサイドミラー/ クロームヘッドライトベゼル）

・リヤサイクルキャリア
 （2BIKE）

・ポータブルトイレキット ・ウッディステアリングホイール
 （茶または濃茶）

・クロームハブキャップ
 （スチールホイル用）



・リヤ独立キャンピングヒーター
 （ＦＦヒーター）

・リヤスペアーホイールキャリア
・リヤスペアーホイールカバー

・ロワードサスペンション＆
 15アロイホイール

・ロワードサスペンション＆
 17アロイホイール
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【オプション装備】

・フロントルーフラック ・プレミアムフロントルーフラック
・メッシュバイザー

・インテリアパック
（プレミアムカーテン＆2クッション）

・リヤサンルーフ

・ドライブアウェイオーニングテント

・リムーバルフロアカーペット
 （フロント＆リヤ）・収納ボックス（フロントシート間）

・トウバー
・トウバー用サイクルラック（4BIKE）

・回転式フロントシート

・ルーフカーペット
 （天井生地/メタルルーフ用）・クロームジェイルバー（リヤウインドウ）

・フロントシート間チャイルドベッド

・6シートオプション（4人乗り用/布生地）
・6シートオプション（4人乗り用/レザー生地）

・7シートオプション（5人乗り用/布生地）
・7シートオプション（5人乗り用/レザー生地）

・リヤパーキングセンサー

・ラック＆ピニオン
 モダンステアリングシステム

・ラック＆ピニオン
 パワーステアリングシステム

・ホイールロックナット
 （アロイホイールOnly）

MAIL.vw@e-gakuya.com
PHONE.072-983-2468
〒579-8025 大阪府東大阪市宝町17-40　Fax.072-987-0022
［営業時間］ 9：30～19：00  ［定休日］毎週火曜日・第3月曜日

フォルクスワーゲン社生産 最終最後のビンテージモデルこの機会にぜひご検討くださいませ。お問い合わせお待ちしております。
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