ＲＭＣが厳選パーツでカスタムした
チョイ上げ仕様のコンプリートカー！
オフロードや東北の雪道を考え、
全車エヴリィ（ＤＡ17Ｖ）の4ＷＤがベース。
チョイ上げスタイルはＲＭＣにご相談下さい。キャンプ・フィッシング・カヌーまでアドバイスいたします！！

今すぐ、どこでも気ままにキャンプ。2 台分の駐車スペースがあれば、

地上プラス２ｍのテントから見える朝の景色は、車中泊ならぬ車上泊！

①リフトアップキット（ファイナルビースト製）
どこでも行けるように最低地上高をタイヤと合わせてアップ。

⑥リアバンパー（ファイナルビースト製）
リフトアップボディをさらに際立たせるショートタイプ。

②タイヤ 165/60-15（ＴＯＹＯオープンカントリー R/T）
オフロード性能はもちろん、
オンでも評価の高いオープンカントリーをセット。

⑦ＬＥＤテールランプ（ファイナルビースト製）
高級感あるＬＥＤを採用。

③アルミホイール 4.5J-15（レアマイスター LMG CS-9）
レッドの差し色がブラックホイールを引き立てる。
④フロントバンパー（Nsステージ製）
フォグランプも追加し、フラットなエヴリィの
フロントフェイスにアクセントを加える。

⑨ルーフトップテント（ＹＡＫＩＭＡ製）スカイライズ S
使用時サイズ：123X210X126ｃｍ 収納時サイズ：125X115X25ｃｍ
軽量化のため、あえて展開式をチョイスしました。
アメリカのトップブランドで、補修パーツなども豊富。

⑤スキッドプレート（Ns ステージ製）
アルミ素材で力強さをアピール。

⑩バックドアストラップ（サベルト製）
邪魔にならなず、便利で丈夫なTWO ストラップ。

エヴリィ DA17V ジョイン 4WD 4AT
2019年式 走行15,000km シルバー 車検 R5・7月

1,860,000 円（諸費用別）

フロントルーフトップのLEDライトが心強い味方、
さらに室内に荷物満載でも、ルーフのバスケットラックにON！

SOLD OUT

同様のカスタムセッティングが
可能です

全車共通仕様

R -style CAMPING EDITION

夕暮れ時や、樹々が生い茂った道も

⑧ルーフキャリア（ＲＶ-ＩＮＮＯ製）
ベースキャリアはINNO 製だから、別売りアタッチメントが豊富。

※色は各スタイルで異なります。

※スモークにレッドチューブとなります。

①リフトアップキット（ファイナルビースト製）
もちろんアゲスタイル、
タイヤとセットでほどほどのアップ
②タイヤ 165/60-15（ＴＯＹＯオープンカントリー R/T）
オフからオンロードまで幅広いパフォーマンスを
発揮するラギッドテレーン
③アルミホイール 5.0j−15（バーンズテック DHｽﾄﾘｰﾑ）
オフロードも足元が大事

①リフトアップキット（ファイナルビースト製）
リフトアップすることで山道や降雪時などの
悪路走破性を確保。
バスフィッシングから、渓流・海までのアングラーをサポートし、 ②タイヤ 165/65-15（ＴＯＹＯオープンカントリー R/T）
ぬかるみや砂利道でも強力グリップし、
今まであきらめていたフィッシングポイントまで
さらにオンロード性能も確保。
行くことができます。
（無理は禁物！）
③アルミホイール 4.5J-15（Ｂ-ＭＵＤ・Ｚ）
足元をスタイリッシュに力強く。

④フロントバンパー（Nsステージ製）
フォグランプも追加し、フラットなエヴリィの
フロントフェイスを精悍な面構えに。

④フロントバンパー（ファイナルビースト製）
フォグランプも追加し、上げた車体を
さらに高く見せるショートタイプ。

⑤スキッドプレート（Ns ステージ製）
アルミ素材を使ったスキッドプレート。

⑤アンダーガード（ファイナルビースト製）
ショートバンパーで空いたフロント廻りをカバー。

⑥リアバンパー（ファイナルビースト製）
リアもショートタイプでアゲ感を強調。

⑥リアバンパー（ファイナルビースト製）
リアもショートタイプで、軽快なバックスタイル。

⑦ＬＥＤテールランプ（ファイナルビースト製）
ワゴンタイプの横長テール。

⑦ＬＥＤテールランプ（ファイナルビースト製）
バンのバックスタイルをイメージチェンジ。

⑧ルーフトップＬＥＤライトバー（ファイナルビースト製）
42インチのライトバーには、
ワークライトまで装備し安全を確保します。

M

-style

FOREST EDITION
エヴリィ DA17V PC 4WD 4AT
2019 年式 走行 2,300km ネイビー 車検 R5・6月

1,650,000 円（諸費用別）

⑨ルーフキャリア（ＲＶ-ＩＮＮＯ・ＣＵＲＴ製）
多い荷物はＣＵＲＴ製ルーフラックに。
荷物が無くてもハード感満載。
キャリアベースはＩＮＮＯ製だから
別売りアタッチメントで各種スポーツに対応
⑩バックドアストラップ（サベルト製）
リフトアップで高くなった
ハイルーフのバックドアを閉じる際に便利。

⑧ロッドホルダー（ＲＶ-ＩＮＮＯ製）
ポイント移動時に便利な７本積の
ロッドホルダーを装備し、6feetのワンピースロッド、
あるいはギャフやランディングネットまで装着可能。

C

ANGLERS EDITION

-style

⑨バックドアストラップ（サベルト製）
ミラーと同じ差し色をチョイス！！

エヴリィ DA17V PAﾘﾐﾃｯﾄﾞ 4WD 5AGS
2020 年式 走行 3,300km ホワイト 車検 R4・11月

1,480,000 円（諸費用別）

リボーン・マジック・サーカス 酒田

酒田市東町 1-24-16
営業時間 9：00〜17：00 土・日・祝 休

OPTION

オプション

あなただけの一台をご相談下さい。

ＲＣＬパック
車輌代を別にしたパック料金で、ご予算に合わせたエヴリィ
（ワゴンやターボ車など）
も

チョイス出来ます。車輌持込も大歓迎！

価格はカスタム内容により異なります。
（下記は目安です）

L パック 110,000 円

ファイナルビースト
サベルト
取付工賃含

40mm アップキット
バックドアストラップ

合計

Cパック 220,000 円

ファイナルビースト
ファイナルビースト
ファイナルビースト
サベルト
塗装・取付工賃含
フォグランプ別

113,300 円

40mm アップキット
フロントバンパー
アンダーガード
バックドアストラップ

合計

229,900 円

R パック 330,000 円

Ns ステージ
Ns ステージ
Ns ステージ
ファイナルビースト
ファイナルビースト
サベルト
塗装・取付工賃含
フォグランプ別

30mm アップセット
フロントバンパー
スキッドプレート
リアバンパー
LED テールランプ
バックドアストラップ

合計

339,460 円

オプション

Ｂ-ＭＵＤ Ｚ/Ｘ
4.5J-15 各種 1本
WB000960

￥26,400

レアマイスター ＣＳ- 9
4.5J-15 各種 1本
WL000940

￥25,850

バーンズテック ＤＨストリーム
5.0J-15 各種 1本
WB000945

￥23,100

エクストリームＪ ＸＪ04 各種
4.5J-15 1本
WE001305

￥31,900

オリジナルカラーのボディペイントも大歓迎。
ファイナルビースト・Ｎｓステージ製品の取扱いたします。

ＴＯＹＯ オープンカントリー Ｒ/Ｔ

ＹＡＫＩＭＡ製品・ＣＵＲＴ製品も当店に申し込み下さい。

165/60-15
TT000832

※当店はＹＡＫＩＭＡ製品のパーツ取付協力店です。
マフラーや、
アルミホイール＆タイヤもご準備できます。
カーナビ・ＥＴＣ・ドラレコやオーディオもご相談ください。

コンプリートカーは、十分安全に留意しカスタム致しましたが、あくまでノーマル車輌では無いことをご理解の上で販売させて頂きます。
カスタムパーツは全て新品を取付しましたが、万一納車後パーツに不具合があっても、保証の対象となりませんので予めご了承ください。

リボーン・マジック・サーカス 酒田

￥14,080

サベルト バックドアストラップ
各色
SB000252

￥8,800

※チョイ上げ仕様は、
リフトアップキットと
タイヤの変更により4 ～ 5ｃｍ程度の車高アップとなります。
※チョイ上げ仕様は、車高アップにより重心位置が上がりますので、
カーブやコーナーでのスピードにはご注意願います。
（特にテント装着したＲスタイルは十分ご注意ください）

酒田市東町 1-24-16
営業時間 9：00〜17：00 土・日・祝 休

