
(株）バンテック
〒352-0021埼玉県新座市あたご 2－3－45

tel 048-479-6236
fax 048-478-7833

http://www.vantech.co.jp/
仕様及び装備は、予告無く変更される場合があります。

Camping-Carの生産台数、生産設備共に国内最大規模のメーカーです。
16年前に、LT- IIと言う名のバンコンを、国内で初めて量産化しました。
「低価格・高品質」を実現して、大変好評でした。「頑丈な作り」そして
「ベース車のグレードをチョイスできる」など、ユーザーサイドに立った
制作姿勢が評価された、と考えています。
その後、FRP素材をボデｲに採用したJBシリーズ…JB500、JB470、
JB490、更にTERRA、ZiL、Vega、など個性的なトラックキャンパ
ーを次々に発表してまいりました。ドイツ製キャンパーパーツ類を15
年前に日本で初めて輸入、その後も数多く採用していますが、エントラ
ンスドアなど日本の環境に合った優れたものは、アメリカ製も採用。
創業以来、常に「品質重視」「使いやすさ重視」の姿勢を貫いております。
技術は進化しても基本姿勢は全く変わりません。
これからも、「できるだけ安価で、できるだけ高品質のCamping-Carを、
お届けする」……努力を続けてまいります。

バンテック社は

10万台以上の自作車が走るドイツ。分厚いカタログで欧州全域にパーツ
供給するドイツReimo社の、15年前からの日本総代理店です。キャン
ピングカー歴60年のドイツで育まれて来た、信頼性の高いパーツ類を
ふんだんに採用しています。ライモカタログ商品はパーツセンターにて、
卸売及び一般小売もしていますので、御購入後のパーツ補給やアクセサ
リー購入にも、御安心いただけます。

●Reimoカタログは365ページ。約9000点を越える豊富なパーツアクセサリ
ーが載っています。バンテックホームページでもご注文戴けます。

●バンテック・パーツセンター 048-477-8377 (水曜定休）

ドイツReimoカタログ

販売店 発売元

ベース車輌については、車輌メーカーの

保証を受けられます。バンテックのキャ

ンピングカーには違法改造部分がありま

せんので、全国どこのメーカー系デイー

ラーでも対応可能です。

キャンピングカー架装部分については、

バンテック社が責任を持ってアフターケ

アー致します。簡単なことは殆ど、お買

い求めの販売店にて対応可能です。

先ずは、販売店に御相談ください。

安心のアフター

アクリル二重窓は、オプション設定となります。



�
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アクリル二重窓は、オプション設定となります。

余裕の広さの2段ベッド。
サロン意外に、5人が寝られる

２段ベッドのLeoBunks

広さが自慢の、Leo

使いやすいＬ型キッチン

サロンシートは固定タイプ。
楽しく過したサロンは、テーブル
も対面シートもそのままで、片付
けなくても、バンクベッドとリア
の２段ベッドにユッタリ２人ずつ
で４人、サイドソファに補助シー
トを置いて、計５人が寝られます。

◆収納戸棚には落下防止
のアルミバーが。

◆扉は大きく開き､止ま
るストッパー金具が付
いています。

◆座面が大きく､膝裏部
分を厚くした座り心地
の良い対面ソファ。

機能的なトイレルーム

大人３人がタテに寝られるバンクベッ
ド。遮光性の高いカーテンを閉めれば、
プライバシー空間です。

物を置く場所が欲しいキッチン回り。
レオには、広い配膳スペースと調味料
棚、上部釣り戸棚も配置され、たっぷ
り収納できます。シンク下の扉を開け
ると、キッチン側からは収納棚として
も使えますが、外部とのスルー収納に
もなっています。リアから入れた物を、
この扉から取り込むこともできます。

運転席上部のバンクベッドには、
網戸付きの窓が２ヶ所（左右）。
カーテンを閉めても、明るく快適
な空間です。ハロゲンスポットラ
イトも付いています。

レオにはトイレルーム横に、
収納力のあるロングクローゼ
ットが設けられています。
クローゼット下の収納も、た
っぷりのスペースです。

レオのトイレルームは、外部収納にも使えます。
外から、汚れた衣類や遊び道具を、とりあえず放り込んで
スグ出発！...も、できます。
バンクスのカセットトイレは、向きを変えられます。
どちらにもにもルーフベント、シャワーノズルが付いています。

解放感溢れるサロン



魅力いっぱいの２段ベッド

レオには水タンクが２つあります。そしてそれぞれにフォーセット（蛇口）
が付いています。一つは、ロングシート下に設置された大型（87リットル）
のメインタンク。もう一つは、シンク下に設置された小型のポリタンクです。
大型タンクの水を毎日入れ替えるのは大変な作業です（ホースで給水）。
その点、小型のポリタンクは、ホース
給水の必要も無く、出し入れも簡単、
掃除も容易です。それぞれが独立して
いるので、どちらかに不具合が生じた
時の、バックアップ機能も果たします。

バンテックは、キャピングカー製造だけでなく、関連パーツ商品の輸入・製造・販売もしています。
また、15年前から、ドイツ・ライモ社の日本総代理店でもあります。レオには、このライモ社から輸入された
装備品が、随所に使われています。バンテック・パーツセンターでは、輸入パーツをはじめ使用されているパー
ツ補給に、万全の体制を整えています。

2種のタンクに２つの蛇口-レオ＆バンクス

安心のパーツ補給

網戸付きのエントランスドア-レオ＆バンクス

３WAY冷蔵庫-レオ＆バンクス

デイープサイクルシールドバッテリー
キャンピングカーでは、バッテリーの問題が常に悩みの種でした。
エンジンをかければ役目が半分終わる自動車用のバッテリーと異なり、
生活空間でもあるキャンピングカーの場合、多くの電気使用を求められ
ます。多くの放電エネルギーを要求される為、充電の頻度が多くなり、
充電の煩わしさと、「ついウッカリしてバッテリーがあがる」心配があり
ました。この問題の解決に最適なのが、デイープサイクルバッテリー。
更に充電中のガス発生を抑え、温かな室内で使えることから シールド
タイプ（密封式）を採用しました。
２～３泊の御利用に対応できる放電量を目安にしています。
走行時には自動充電できる仕組みなので、長期の旅行も安心です。

■バッテリープロテクター

■スグレモノ充電器

一つ問題点は、シールドタイプの弱点は、過充・過放電
に弱いことです。そこで次の２つの装置を加えて、ほぼ
万全のバッテリーシステムになりました。

バンテックの仕様で製作された特注部品です。
過放電を防ぐため、バッテリー電圧が10.5Vで、送電を停止します。
このおかげで、電圧を気にしながら過ごす必要が無くなりました。

バンテックの仕様で製作された特注部品です。最適充電で素早くチャージします。
外部電源を取り込んで、ブレーカーを上げるだけ。繋いだままで放置しても大丈夫です。

バッテリー

Bunks バンクス

キッチン

Reimoパーツ

靴収納庫

フロントエントランス

使いやすさを第一にデザインされたキッチンです。
タップリの収納スペースとスパイスラック。
２ヶ所の大きな窓と、天井のハロゲンダウン
ライト、レンジフードにもハロゲンライトが
２つ付いています。カウンター回りが明るく、
食べ物がおいしく写り、楽しく作業できます。
レンジフード（ドイツ製）は機能性が高く、
換気面への配慮も十分です。

キャンプ用冷蔵庫には、大別して２種類あります。
電気冷蔵庫と３WAY冷蔵庫です。
短期旅行に適した電気冷蔵庫に対して、レオ＆バン
クスには長期冷却に適した３WAY冷蔵庫が採用さ
れています。音がせず、電気使用量を気にしなくて
すむので、ユッタリと寛ぎたいキャンプに最適です。

エントランスドアは、網戸ドアとの二重ドアです。換気
も良く、涼しく過ごせます。

分かり易い取り扱い説明書
ふんだんにイラストを入れて、分かり易く説明してあります。
一台一台の製品にバラツキが少ないので、ご購入後のメンテナンスの対応にも、ご安心いただけます。

レオバンクスの魅力は何と言っても、リアの２段ベッドにあります。
1, 大人が寛ぐのに十分な、広さ・高さが確保されていること。
2, 上段にも下段にも窓とライトが付いている。
3, 上部ベッドの床が、大きく開く。下段ベッドに腰掛けたり、広々使えます。
4, 下段ベッドの床も上に開き、室内からもトランクへのアクセスができる。

Leoレオ

静かで強力なFFヒーター
ドイツ・ベバスト社の石油ヒーターが、標準で装備されています。
車内のスイッチを回すと約30秒で着火。温かくなる迄の立ち上がりも
早く、ハイパワーなのに、静か。足元からポカポカと温まります。（吹き
出し口はダイネット足元とキッチン足元の２ケ所）この他、冬期に威力を発揮
する魅力的な特性を数々備えています。

● 室内の空気を汚さない、クリーン暖房。頻繁に換気しなくても安心です。
● 燃費が良い。一晩中付けたままでも約１リットル位の消費です。
● エンジン停止時にも使え、ヒーターの為にアイドリングの必要がありません。
燃焼速度の切り替わり（４速）もスムーズです。

● 燃料はエンジンと共有。タンクを別置きする必要がありません。

暖・冷房

独立したリアクーラー
ダイネットに専用のクーラーガ装備されているので、後部ダイネットのみ
停止させることができます。

ドイツ・ベバストのヒーター

キッチン

使いやすいL型キッチン

レオ＆バンクスは室内への出入りが便利なフロントエントランスです。

キッチン横のサイドソファ。この下に収納
の為のFRPトレーが設けられています。

リアとサイド、両方の外部収納からの
出し入れができるので、長尺物の出し入
れに便利です。

クローゼット下の収納スペース。

リア外部収納→キッチン下へ
のスルー収納になっています。

レオには外部収納が３ヶ所。リア、右サイドに
加えてトイレルームのドアも、外から開きます。



■

ワイドトレッド

カムロードは、キャンピングカーのベース車として、このほか次のような数々の魅力を備えています。

●キャンパー専用フレーム
●リアワイドトレッド・・・標準より250ミリ広げる。
●専用リアスプリング・・・乗り心地と安定性が向上。取り付け位置も広げる。
●タイヤ＆ホイールをキャンパー用に変更
●オルタネーターを強化・・・70A→90A
●フュータルタンク増量＆給油口延長・・・60L→80L
●アウターミラー変更・・・広角アスフェリカル＆ロングステー
●電子機器装備用コネクター装備・・・ナビゲーションなど。
●フロント席をリクライニングに・・・助手席もリクライニングシート
●リアブレーキ制御バルブ変更・・・荷重変動が少ないため、P&BVに変更。

キャンピングCARの専用ボデイです。

ベース車両

エンジン

最高出力ネットＫw(ps)/RPM

最高トルクネットＫw(ps)/RPM

トランスミッション

全長〔室内長〕

全幅〔室内幅〕

全高〔室内高〕

ホイールベース

最小回転半径

トレッド前

トレッド後

タイヤ前

タイヤ後

ホイール

燃料タンク容量

乗車（就寝）定員

LY230-TBPDS6 LY280-TBPDS6  RZY230-TLPDE3

5L(2985cc)           5L(2985cc)           1RZE-(1998cc) 

67(91)/4000        67(91)/4000         77(105)/5200 

191(19.5)/2400   191(19.5)/2400    165(16.8)/3600

電子制御式４速AT     電子制御式４速AT      電子制御式４速AT

4980(4650)mm     4980(4650)           4980(4650)

2080(1880)mm      2080(1880)          2080(1880)

2850(1910)mm      2850(1910)          2850(1910)

2545mm               2545  2545

4.6 m 4.8                       4.6

1450mm              1440                   1450 

1615mm              1615                   1615

195/70R15         195/70R15         195/70R15

195/70R15         195/70R15         195/70R15  

15×5J/6穴(オフセット30） 15×5J/6穴(オフセット30）15×5J/6穴(オフセット30

80L                 80                80          

Leo9/Bunks8(6)      9(6) /8(6) 9(6)/8(6)

■主要諸元
3.0Ｌ/2WDデイーゼル 3.0Ｌ/4WDデイーゼル 2.0Ｌ/2WDガソリン

●室内外部＆設備
バックアイカメラ

サイドオーニング3.0m

網戸付きエントランスドア

ガス温水ボイラー24L（自動点火）

石油燃焼FFヒーター（ベバスト）

リアクーラー（走行時）

ダイバーシティアンテナ

5kgプロパンボンベ（スペースは2本分）

ルーフキャリア

リアラダー

ガス警報器

●室内サロン＆ベッド
網戸付き強化スモークガラス窓

（Reo×6/Bunks ×7）
ウインドカーテン

バンクベッドカーテン

フロントキャビンカーテン

対座固定シート4人用

サイドソファー（Reo２人/Bunks3人）

バンクベッドスライド式3人用

大型サロンテーブル

照明付きルーフベント

バンクベッドラダー

テレビ台

フォールデイングテーブル（Bunks）

大型クローゼット（Reo）

左右上部収納庫

エントランスステップ

シューズボックス

リア常設二段ベッド（Bunks）

リアベッド下大型スルー収納（Bunks）

■標準装備

カムロードは市販されていません。キャンピングカーのためだけにトヨタ自動車から供給されている、
キャンピングカー専用シャシーだからです。広いトレッドと、強じんな骨格のフレームを持っています。
また、キャブシャシーですがシングルタイヤです。寛ぎのための「乗り心地」には、シングルが最適です。

3人座れるフロントシート■

照明など重複表記されているものがあります。
装備及び仕様は、予告無く変更の場合があります。

■ベース車装備一覧
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■レオ平面＆左右外観図
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●ギャレー＆水まわり
清水タンク(Reo19L/Bunks16L)
生活用水タンク87L/排水タンク70L

ステンレス製2口コンロ一体型シンク

3WAYガス冷蔵庫60L

照明付きレンジフード

ギャレー下収納庫

●シャワールーム兼トイレ
カセットトイレ

シャワー装備（温水）

大型バゲッジドア（Reo）

網戸付きルーフベント

●照明
サロン天井ハロゲンダウンライト×４

サロン窓側蛍光灯×1

ギャレー:ハロゲンスポットライト×１

（ファン一体型）照明×１

バンクベッドハロゲンスポットライト

トイレルーム天井照明

（サロン照明付きルーフベント）

●電気系統
AC室内コンセント（Reo×3/Bunks×2)
ＤCコンセント×１

100Aディープサイクルバッテリー

バッテリープロテクター

すぐれもの充電器

走行充電システム

外部入力コンセント

電子レンジスペース

照明付きレンジファン プロパンGASボンベ。

ハロゲンスポットライトハロゲンダウンライト

外部給水口

ガス警報器

上部扉ストップ金具。大きく
開いたままで止まります。

■レオ＆レオバンクス正面・背面図

■レオバンクス平面＆左右外観図

バックアイカメラ バンクベッドラダー
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ラーでも対応可能です。

キャンピングカー架装部分については、

バンテック社が責任を持ってアフターケ

アー致します。簡単なことは殆ど、お買

い求めの販売店にて対応可能です。

先ずは、販売店に御相談ください。

安心のアフター

アクリル二重窓は、オプション設定となります。




