
こんな車があったら・・・
   そんな夢を現実にします。

●本パンフレットに掲載の写真は撮影・印刷の性質上、実際の色と異なって見えることがあります。
●本パンフレットに記載の仕様・装備・諸元は、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ先

※一部携帯電話には対応しておりません。

２０１９年１１月現在

本パンフレットに関するお問い合わせは、中京車体工業株式会社へ

ＱＲコードから中京車体工業株式会社のホームページにアクセス
できます。最新情報、サービス・製品情報をお伝えしています。

TEL 052-624-0088
今までのマイクロバスでは考えられなかったマルチなレイアウト

今、あなたの頭の中にあるシートレイアウト

かなえますよ。

車窓を流れる風景を楽しむ海外からの旅人たち
懇親を深める目的地へと向かう同僚や上司
地域のイベントで集まった町内会や子供会の人々
車いすが生活の一部になっている人
今まさに商談の大詰めを迎えているビジネスマン

あらゆるシーン あらゆるお客様にベストフィットする
MUBは常に最善を尽くすコンシェルジュのような存在です

www.syatai.jp

中京車体工業株式会社は福祉車両・幼稚園バス・検診車・移動図書館車など特種（特装）車両を製造・改造するメーカーです。

中京車体工業株式会社
Chukyo Auto Body inc.

中京車体工業株式会社
Chukyo Auto Body inc.

MUB

マルチユースバス
Multi-Use Bus

〒339-0073 埼玉県さいたま市岩槻区上野3-7-37
TEL：048-795-1188  FAX：048-795-1371

テクノボディ岩槻　

〒458-0801 愛知県名古屋市緑区鳴海町字下汐田２３７
TEL：052-624-0088  FAX：052-624-0040　E-mail info@syatai.jp

本　社



WIDE

WIDE

シートピッチを調節できますシートピッチを調節できます

標準時

シートピッチを調節できます

トヨタ/コースター
TOYOTA COASTER

MUB

MUBの優位性は 「シート位置にとらわれない」という事

それはすなわち空間を制すること

一つの選択と同時に多くの可能性を手に入れる

Multi-Use Bus

813

813

837

対応グレード

対応車種

※ 車いすリフト車はリフト使用時、車いすの方用スペースを確保してください。 

シートタイプ
モデル
MU-14 ( ロング )
MU-17 ( ロング )
MU-20 ( スーパーロング/超ロング )

モデル別対応シートレイアウト

ゆったり
〇
〇
〇

荷室拡大
－
〇
〇

対　面
〇
－
〇

リフト（オプション）
－
〇
〇固定シート 着脱シート スライドシート

スライドシートと着脱シートが
運用シーンに合わせて自由に
車内の空間を作り出します

余裕のあるシートピッチ
快適空間を全パッケージで実現

対応レイアウト
・ゆったりレイアウト
・荷室拡大レイアウト
・対面レイアウト
・リフトレイアウト 他

対応レイアウト
・ゆったりレイアウト
・荷室拡大レイアウト
・対面レイアウト
・リフトレイアウト 他

対応レイアウト
・ゆったりレイアウト
・荷室拡大レイアウト
・対面レイアウト
・リフトレイアウト 他

Multi-Use 14

MU-14

標準時

全長7.7mのスーパーロングボデーにハンディシート20脚を搭載し
たグレード『MU-20』。便利さや使い方が劇的に変わります。あらゆ
るニーズに対応可能な汎用性を有するこのモデル。ユーザーの満
足度も大幅に向上します。

コースター（トヨタ）/リエッセⅡ（日野）の純正シートピッチは 735mm。それに対してMUBは『MU-17』でも 812mmのシートピッチを確保してい
ます。観光バス並みの快適な乗車感覚は 800mm以上のシートピッチを確保できるMUBだからこそ実現できます。またスライドシートと着脱シート
を組み合わせることで、ミニバンのような自由なシートレイアウトも可能となります。

ロングボデーにハンディシート17脚を搭載したグレード『MU-17』。
最後列を着脱シートとし、荷室部分の自由度が大幅に広がります。
大きな荷物はもちろんリフト（オプション）を架装して車いすも乗車
可能です。

Multi-Use 17

MU-17

全長7.0mのロングボデーにハンディシート14脚を搭載したグレード
『MU-14』。ゆったりとした車内はオプションのテーブルを搭載した
対面レイアウト等に利用可能です。

Multi-Use 20

MU-20

MU-14 MU-17

MU-20

MU-14 MU-17 MU-20

MU-14 MU-17

MU-20

ロングボディ

超ロングボディ

ロングボデー

スーパーロングボデー

日野 /リエッセⅡ
HINO LIESSEⅡ

まずは車両グレードをお選びください。既存の車両では物足りない、目的を果たせないユーザー様向けに、充実なラインナッ
プを取り揃えております。どんな用途、どんなご要望にもお応えできるバスを選択肢の一つに入れてください。

MUB（マルチユースバス）という発想が生んだバスの新しい運用の仕方。
日々変化する様々なニーズにこの一台で対応可能です。多彩なシートアレンジが
思い通りの空間を演出します。ある時はゆったりと、ある時は大勢でワイワイと。

すべてを実現してくれる車。それがMUBです。

ゆったりレイアウト

販売価格（ＬＸベース）※1※2

MU-17 （ハンディシート１７脚） 12,152,000円（税別）から
MU-14 （ハンディシート１４脚） 11,612,000円（税別）から

MU-20 （ハンディシート２０脚） 13,398,000円（税別）から
※１ 沖縄地区は価格が異なります。※２ 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれ、価格が異なります。詳しくはおたずねください。●価格は販売価格〔’１９年７月現在のもの〕です。●価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店
におたずねください。●価格はスペアタイヤ、タイヤ交換用工具付の価格です。●価格にはオプション価格は含まれていません。●保険料、税金（除く消費税）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。●自動車リサイクル法の施行により、リサイクル
料金が別途必要となります。
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10161116

固定シート 着脱シート スライドシート 固定シート 着脱シート スライドシート
1 卓 2卓 荷室

495ゆったり リフト対面荷室
拡大

対応レイアウト ※オプション

ISOFIX
対応
シート

仕様・対応オプション

1 卓 2卓 荷室
1300ゆったり リフト対面荷室

拡大

対応レイアウト ※オプション

ISOFIX
対応
シート

仕様・対応オプション

プライベートジェットのような利便性をMUBで実現 大量のスーツケースもプライベートジェットのような利便性をMUBで実現

車いすも不自由なく車いすも不自由なく

大量のスーツケースも

荷室拡大レイアウト車いすレイアウトゆったりレイアウト対面レイアウト

ロングボデーにハンディシート17脚を搭載したグレード『MU-17』。
最後列を着脱シートとし、荷室部分の自由度が大幅に広がります。
大きな荷物はもちろんリフト（オプション）を架装して車いすも乗車
可能です。

荷室部分には車いすを2脚乗
車可能。オプションのリフト
を架装すれば車いすに乗った
ままでも、備え付けのリモコ
ン操作でラクラク乗降できま
す。ハンディシート用レール
に車いすを固定でき、移動時
の乗客の安全安心を確保しま
す。

荷室スペースは最大1300mｍの奥行きを確保できます。空港への送
迎時には、海外旅行者の大きなスーツケースや荷物も十分に積載可
能となり、快適な移動が実現できます。

シートを対面に設置することで車内がプライベートジェットのよう
な空間に早変わり。車内会議やレクリエーションなど、様々な用途
で利用できます。停車中も待合室にいるような感覚で過ごす事がで
きます。（テーブルはオプション）

調整可能なシートピッチとハンディシー
トのリクライニングがあれば長距離移
動も快適に過ごす事ができます。乗車
人数に合わせてシートレイアウトを変え
られるのはMUBの最大の特徴であり
セールスポイントです。※モデル身長185cm

全長7.0mのロングボデーにハンディシート14脚を搭載したグレード
『MU-14』。ゆったりとした車内はオプションのテーブルを搭載した
対面レイアウト等に利用可能です。

Multi-Use 14

MU-14
Multi-Use 17

MU-17

車いす（２脚）乗車例 車いす用リフト架装例（収納時）

リフト降下時
肘掛け ※オプション
オプションで肘掛けの追加が可能。左右どち
らにも取り付けが可能です。
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固定シート 着脱シート スライドシート
1 卓 2卓 荷室

1500ゆったり リフト対面荷室
拡大

対応レイアウト ※オプション

荷室拡大レイアウトゆったりレイアウト

全長7.7mのスーパーロングボデーにハンディシート20脚を搭載し
たグレード『MU-20』。便利さや使い方が劇的に変わります。あらゆ
るニーズに対応可能な汎用性を有するこのモデル。ユーザーの満
足度も大幅に向上します。

Multi-Use 20

MU-20

あれもこれも。全部実現したい。あれもこれも。全部実現したい。

可能性は無限大に。可能性は無限大に。

『MU-20』の荷室スペースは最大奥行1500mｍを確保できます。空
港への送迎時には、海外旅行者の大きなスーツケースや荷物も十分
に積載可能となり、快適な移動が実現できます。

MUBのイメージをワンランクアップさ
せるワインレッドのボディーカラーを採
用。インテリアにもワインレッド&ベー
ジュのアクセントを加え温もりを感じさ
せる空間を演出。

PLAN A

MUBのイメージをワンランクアップさ
せるロイヤルブルーのボディーカラー
を採用。インテリアはブラック&ベー
ジュの組合せで居心地の良いカジュ
アルな雰囲気を演出。

PLAN B

MUBのイメージをワンランクアップさ
せるブリティッシュグリーンのボディー
カラーを採用。インテリアは落ち着き
のあるブラウン＆ベージュの組合せで
ラグジュアリーな雰囲気を演出。

PLAN C

調整可能なシートピッチとハンディシー
トのリクライニングがあれば長距離移
動も快適に過ごす事ができます。乗車
人数に合わせてシートレイアウトを変え
られるのはMUBの最大の特徴であり
セールスポイントです。※モデル身長185cm

肘掛け ※オプション
オプションで肘掛けの追加が可能。左右どち
らにも取り付けが可能です。

ISOFIX
対応
シート

仕様・対応オプション

後席モニター
¥910,000 ¥80,000

ＥＬ看板（文字は別途）

さらに ！ 充実のオプションをラインアップしております ！
この他にも多数
取り揃えております。
詳しくはお問い合わせ下さい。

¥118,000お得！

乗降口手すり（前後） ¥280,000
ＬＥＤ室内灯（２灯） ¥104,000
ＬＥＤステップ灯 ¥49,000
ＵＳＢポート ¥98,000
ＬＥＤ路肩灯 ¥37,000
合　計 ¥568,000

ＭＵパッケージでなんと ¥450,000

単体よりもパッケージがお得です！

各種オプション装備 Various Optional Equipment ※以下は希望小売価格（税抜・取付費込）となります　　※下記は一例となります

内装 / 外装 Interior / Exterior ※オプション  ※本図はイメージ図のため、実際の車両制作時には設計検討が必要になります。

ＬＥＤ室内灯（２灯）
¥104,000

乗降口手すり（前後）
¥280,000 ¥37,000

ＬＥＤ路肩灯
¥98,000
ＵＳＢポート（１０個）ＬＥＤステップ灯

¥49,000

ＭＵパッケージ
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