
インディ７２７Ｓ／Ｌ　基本情報
車両サイズ　　　　　　　(mm)

乗車定員 　4名
就寝定員

インディ７２７ Ｓ／Ｌ　架装部標準装備表 は標準装備

アルミ スムーズシート外壁 　ロイヤルブルーメタリック

カラーは4色 　ルビーレッドメタリック

壁厚：22mm 　スチールブルーメタリック

断熱材：硬質ウレタン 　ホワイト

　テント：ハイブリザテックナイロン(透湿防水・撥水・三層構造)

　2箇所（左右）にジッパー開閉網戸付

アクリル二重窓付出入口ドア　スライド開閉式ドア網戸付、窓部はブラインド付

プッシュアウト開閉式 　網戸／ブラインド付、サイズ(mm）：700ｘ350

アクリル二重窓（右側面中央）

プッシュアウト開閉式 　網戸／ブラインド付、サイズ(mm）：700ｘ300

アクリル二重窓（後部背面）

固定式丸形アクリル二重窓 　カーテン付

シャワーフック 　出入口ドア右横上部に取付

AC100V外部入力プラグ 　防水キャップ付

AC100V外部入力用コード 　10m

ハイマウントストップランプ

マーカーランプ 　黄色、左右2個、FRPルーフ背面に取付

PVCフロアー

スライド＆リクライニング 　後ろ向き着座、2人掛け、フルフラットベッド展開

セカンドシート

横向きセカンドシート 　出入口ドア方向に向かって着座、2人掛け

　フルフラットベッド展開

セカンドシート用

2点式シートベルト

サードシート調補助マット 　数量：3、後部右側面にマット収納用ベルト付

ベッド展開用 　数量：3

ステンレスポール

ベッド展開用補助マット 　数量：1

ルーフテント部フロアパネル 　数量：2（内1枚は折りたたみ式）

独立型 脱着式テーブル 　テーブル天板、テーブルポール

壁掛け型 脱着式テーブル 折りたたみ式レッグ付テーブル天板

レイアウト Ｓ Ｌ

ポップアップ式 FRPルーフテント

　全長：3,390／全幅：1,480／全高：1,990 （ルーフ ポップアップ時：2,970）
　架装部室内長：1,950／架装部室内幅：1,360／架装部室内高：1,215（ルーフポップアップ時：2,230）

外
装

　大人2名／子供2名（大人1名）

壁掛け型 脱着式テーブル 　折りたたみ式レッグ付テーブル天板

　テーブル天板の片側を壁に固定して使用

右側面上部収納（4枚扉）

右側面上部収納（2枚扉） 　横向きセカンドシート上部には収納無し

左側面上部収納（2枚扉）

運転席&助手席上部収納

（1枚扉）

シャワー付ステンレス

シンク

インナー給水ポンプ

給水タンク 　容量：13L

排水タンク 　容量：13L

カセットコンロ

アルミレンジパネル

LED天井照明 　常夜灯付

LEDサイド照明 　左右2か所に設置、常夜灯付

サブバッテリー電圧計 　12Vメインスイッチ付

80Ahサブバッテリー

走行充電システム

12V用集中スイッチ 　ポンプ、LED天井照明、LEDサイド照明

室内AC100Vコンセント 　AC100V外部電源入力時に利用可、2口

インディ７２７ Ｓ／Ｌ　ベース車（ハイゼットトラック キャンピングカー特装車）主要諸元　※メーカー情報の一部抜粋

型式
総排気量（cc）

高出力（ネット）　kW[PS]/rpm
大トルク（ネット）　N･m[kg･m]/rpm

使用燃料
燃料タンク容量　L

ステアリング形式
ブレーキ形式 前

後
駐車ブレーキ
サスペンション形式 前

後

グレード・駆動方式

2WD
FR（後2輪駆動）

4WD
パートタイム4WD(4輪駆動)

〈電子制御式パートタイム4WD(4輪駆動)〉

エクストラ スタンダード
スタンダード

（スマートアシスト

非装着車）
エクストラ スタンダード

スタンダード

（スマートアシスト

非装着車）

ダイハツ 3BD-S500P ダイハツ 3BD-S510P
KF型
658

無鉛レギュラーガソリン

L型ロアアーム&マクファーソン・ストラット式コイルスプリング

CVT／5MT CVT／5MT

34[46]/5,700
60[6.1]/4,000

34

車軸式リ フスプリング

基
礎
情
報

車名・型式
エンジン

変速機
ラック&ピニオン

ディスク
リーデング・トレーリング

機械式後2輪制御

キ

ッ
チ
ン

電
装

内
装

後
タイヤ

車軸式リーフスプリング
145/80R12　80/78N　LT



インディ７２７ Ｓ／Ｌ　ベース車（ハイゼットトラック キャンピングカー特装車）グレード別主要装備表

CVT 5MT CVT 5MT CVT 5MT

※1
カラード（ホワイト／シルバー）
材着
カラード（ブラック）
材着

全車標準装備 ●マッドフラップ（フロント／リヤ）　●スーパーUVカットガラス（フロントウィンドウ）　
●グリーンガラス（フロントウィンドウ／フロントドア）　●サイドアンダーミラー付ドアミラー(助手席側)　
●マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能・オートライト付)
●ヘッドランプ自動消灯システム　●リヤコンビネーションランプ(LEDテール&ストップランプ)

ステアリングホイール ウレタン（メッキオーナメント付）
ウレタン

マルチインフォメーションディスプレイ
（アイドリングストップ時間/積算時間・平均燃費・航続可能距離・外気温・
コーナーセンサー・半ドア警告・スマートアシスト作動/故障/停止/警告）　　　　※3
乗降グリップ 大型タイプ
(運転席/助手席）
ドアポケット（運転席/助手席）
バニティミラー（運転席）

全車標準装備 ●運転席シート　140mmスライド/リクライニング　●助手席シート　100mmスライド/リクライニング
●ビニールフロアマット　●4WDインジケーター　●アシストブリップ（助手席）　●グローブボックス
●カップホルダー（運転席）　●コンソールポケット　●コンソールトレイ　●助手席トレイ　●センタートレイ
●アッパートレイ　●ルームランプ　●大型インパネロアポケット(カード・ペンホルダー&パーティション付)
●ショッピングフック　●チケットホルダー（運転席）　●サンバイザー（運転席/助手席）　●成形ドアトリム　
●アクセサリーソケット（12V）

衝突回避支援ブレーキ機能（対車両・対歩行者［昼夜］）
衝突警報機能（対車両・対歩行者[昼夜］）
ブレーキ制御付誤発信抑制機能（前方・後方）
車線逸脱抑制制御機能
車線逸脱警報機能
路側逸脱警報機能
ふらつき警報
先行車発信お知らせ機能
標識認識機能（進入禁止/一時停止）　※4
AHB（オートハイビーム）

駐車支援 コーナーセンサー（フロント2個/リヤ4個）
バックソナー（リヤ2個）
ヒルホールドシステム

全車標準装備 ●サイドデフロスター　●クラッチスタートシステム（MT車）　●シートベルト締め忘れ警告灯
●ライト消し忘れウォーニングブザー　●燃料残量警告灯　●車速感応式フロント間欠ワイパー
●プリテンショナー&フォースリミッター機構付きフロント3点式ELRシートベルト（運転席/助手席）
●デュアルSRSエアバッグ　●ドライブスタートコントロール（CVT車）　●ABS（EBD機能付）
●VSC&TRC　●エマージェンシーストップシグナル

クリーンエアフィルター
スーパークリーンエアフィルター
パワーウィンドウ（運転席挟み込み防止機能付）
プッシュボタンスタート
キーフリーシステム〈イモビライザー機能付・リクエストスイッチ付（運転席/助手席）〉

パワードアロック
キーシリンダー 運転席

助手席　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※5
全車標準装備 ●マニュアルエアコン　●電動式パワーステアリング

オーディオ 全車標準装備 ●オーディオレス　※6　●10cmフロントスピーカー

Hi-Loモード切替機構 4WD
4WD 電子制御式（オート/ロック） 4WD 4WD 4WD

機械式 4WD 4WD 4WD
スーパーデフロック

全車標準装備 ●スペアタイヤ　●リヤ４枚リーフスプリング

地域仕様 寒冷地仕様 クーラント（冷却水）濃度30％から50％に変更

スタンダードでボディカラーのホワイト〈W19〉を選択した場合は、白色材着バンパーとなります（スマートアシスト非装着車含む）。
ボディカラーのホワイト〈W19〉を選択した場合にはホワイト、ブライトシルバーメタリック〈S28〉を選択した場合はシルバー、
「選べるカラーパック」を選択した場合はボディ同色となります。
スタンダードでボディカラーのホワイト〈W19〉、ブライトシルバーメタリック〈S28〉を選択した場合は、黒色材着ドアハンドルとなります
（スマートアシスト非装着車含む）。
スマートアシスト故障/停止/警告・コーナーセンサーはスマートアシスト装着車に表示されます。スマートアシスト非装着車は
バックソナーが表示されます。
標識認識機能（進入禁止/一時停止）はメーター内インジケーターに表示されます。
「省力パック」を選択した場合、助手席のキーシリンダーは取外しとなります。
オーディオスペースはワイドサイス200mm対応となります。

4WD

4WD

※5
※6

※1
※2

※3

※4

エクストラ スタンダード
スタンダード

（スマートアシスト
非装着車）

イ
ン
テ
リ
ア

2WD/4WD
グレード

2WD/4WD2WD/4WD

メッキフロントグリル

快
適
装
備

足
回
り

カラードバンパー
ドアアウターハンドル
※2
ドアミラー

電動格納式ドアミラー

安
全
装
備

エ
ク
ス
テ
リ
ア
・
灯
火
器

ス
マ
ー
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ア
シ
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ト

スーパーUV&IRカットガラス（フロントドア）
LEDフォグランプ（メッキベゼル付）

衝突回避支援

認識支援


