
FOOD TRUCK PRO
Production and opening support for food trucks





熟練した技術とノウハウを持つ専門家集団





CAFECAR-H
本格シトロエンHフェイス（軽バン）のカフェカー 

/ キッチンカー　

＜当プランの内部架装内容＞ 
・後部開閉扉（マグネット式）　・棚（２カ所） 
・折り畳み販売カウンター（１カ所）＋販売口カウンター 
・床（コンパネ＋クッションフロア）　 
・ステンレスシンク×２層 
（シンク台はキッチンパネル仕様） 
・水道蛇口＋電動給水ポンプ（100v） 
・調理台・コンロ台 or エスプレッソマシン台（キッチンパネル仕様） 
・給水・排水用ポリタンク40L（セパレート）×２ 
・コンセント×２箇所　 ・車内照明×1箇所　・電源引き込み口×1個

＜内部架装オプション＞ 
・運転席間仕切り（窓付）・販売口窓 
・折り畳み販売カウンター（追加） 
・大型シンク・シンク蓋 
・水道蛇口＋電動給水ポンプ（追加） 
・給水・排水タンク（追加） 
・店舗用CF ・耐水木製フローリング 
・棚 or 収納棚加工（追加）・換気扇 
・その他 
＊ オプションの料金は、内容・サイズなどにより異なります。

当プランは、軽バン（軽トラック仕様も可能）に、シトロエンH
フェイス（フロント＋前後フェンダー）と13インチ（タイヤ＆ホ
イール）を装着＆ご希望色にて全塗装（ツートンまたは単色塗装）
を施し、荷室を本格移動カフェ仕様にカスタムし、た人気のプラン
となっております。

カスタム料：165万円～

※金額は税抜きとなっております。　 
※画像の車両は特別仕様となっております。 
※ ベース車両代は含まれておりません。（お持ち込みいただいても結構ですし、または弊店にて（新車/中古車）手配もさせていただきます。

内部カスタムは、おすすめの仕様となっております。 
販売される予定のメニューやカスタムに関するご希望をお伺いした上で
お見積もりさせていただきます。 
もちろん、営業される地域の許可取得に必要な設備にて製作させていた
だきます。

Special	version



CAFECAR-KEI 軽バンのカフェカー / キッチンカー 　

＜スタンダードプラン内部架装内容＞ 

・折り畳み販売カウンター（1カ所）＋販売口カウンター 

・後部開閉扉（マグネット式）　 

・ステンレスシンク×２層（シンク台のキッチンパネル仕様） 

・水道蛇口＋電動給水ポンプ（100v）・調理台　 

・コンロ台 or エスプレッソマシン台（キッチンパネル仕様） 

・床（コンパネ＋CF）・給水・排水用ポリタンク40L（セパレート） 

・コンセン×１箇所　・車内照明×1箇所　・電源引き込み口×1個

＜内部架装オプション＞ 
・折りたたみカウンター（追加） 
・ステンレスシンク（追加/大型） 
・給水・排水タンク（追加 or 大容量） 
・耐水フローリング ・棚 or 収納棚（追加加工） 
・販売口窓・換気扇 ・コンセント ・照明 ・その他 
＊ オプションの料金は、内容・サイズなどにより異な
ります。

フェイスチェンジプランは、スタンダードプランに、可愛いいフェイス＆エアロキット（ワーゲンバス、フレンチトラック、シェビー
（画像は特別仕様車です。）などを装着し、ご希望色にて全塗装（ツートンまたは単色塗装）したプランとなっております。

スタンダードプラン：55万円～

 スタンダード or おすすめプランは、軽バンの荷室をカスタムする、カフェカーや簡単な調理のキッチンカーに適したプランとなっております。 
内部カスタムは、おすすめの仕様となっております。（スタンダードプランとおすすめプランの違いは下方の「カスタム内容」をご覧ください。）

フェイスチェンジ＋全塗装プラン：145万円～

※ 金額は税抜きとなっております。　 
※ ベース車両代は含まれておりません。（お持ち込みいただいても結構ですし、または弊店にて（新車/中古車）手配もさせていただきます。

Special	version

※ロゴ入れやカッティングシートのデザイン・施工をご希望の場合は、内容をご相談の上お見積させていただきます。

＜おすすめプラン内部架装内容＞ 
・運転席間仕切り（窓付） 
・後部開閉扉（マグネット式）・販売口窓  
・折り畳み販売カウンター（1カ所）・棚 × 2カ所 
・ステンレスシンク×２層（シンク台は蓋付のキッチンパネル仕様） 
・水道蛇口×２＋電動給水ポンプ（100v）×２　・シンク蓋 
・給水・排水用ポリタンク40L（セパレート）×２ 
・調理台＋コンロ台 or エスプレッソマシン台（キッチンパネル仕様） 
・コンセント×２箇所　 ・車内照明×1箇所　 
・床（コンパネ＋CF）　・電源引き込み口×1個　

おすすめプラン：65万円～　

販売される予定のメニューやカスタムのご希望をお伺いした上でお見積もりさせていただきます。 
もちろん、営業される地域の許可取得に必要な設備にて製作させていただきます。

※ご希望色にて全塗装（ツートンまたは単色塗装）、ロゴ入れやカッティングシートのデザイン・施工をご希望の場合は、 
内容をご相談の上お見積させていただきます。



FOODTRUCK-KEI
軽自動車のフードトラック　

＜ベージック＆フェイスチェンジプランの外部架装内容＞ 
・アルミボディ本体&FRPトップ（車検時は脱着可能） 
・サイド跳ね上げ扉（埋め込みハンドルロック込み） 
・後部跳ね上げ扉（埋め込みハンドルロック込み） 
・出入り口ドア（鍵付） 
・換気扇（フード付） 
・電源引き込みプラグ 
・内装アルポリック白（断熱材込み）

＜ベージック＆フェイスチェンジプランの内部架装内容＞ 
・折り畳み販売カウンター（1カ所）・ステンレスミニシンク×２層 
・水道蛇口×２＋電動給水ポンプ（100v） 
・調理台（木製 or ステンレス）　・キャビン上部収納庫扉 
・ 床（コンパネ＋クッションフロア）・棚（2ヶ所） 
・コンロ台（木製＋キッチンパネル or ステンレス） 
・給水・排水用ポリタンク40L（セパレート）×２ 
・コンセント×２箇所　 ・車内照明×1箇所 
・換気扇　・電源引き込みプラグ×1個

＜内部架装オプション＞ 
・折り畳み販売カウンター（追加） 
・給水・排水タンク（追加）  
・シンク（追加 / 大型）・蛇口・ポンプ追加 
・店舗用クッションフロア 
・耐水木製フローリング（or アルミ床） 
・棚 ・収納庫 ・引き出し ・販売口窓など 
＊ オプションの料金は、内容・サイズなどにより異なります。

フェイスチェンジプランは、ベーシックプランに、人気のフレンチトラックフェイスキット
を装着し、ご希望色にて全塗装（ツートンまたは単色塗装）したプランとなっております。

「フレンチフェイス」以外にも「VW・タイプⅡフェイス」、本格シトロエンHフェイスなどお好きなフェイスを装着可能でございます。

キッチンボックス（外部＋内部）は、「ベーシックプラン」「おすすめプラン」ともに、弊店おすすめの同内容となっております。 
全てオーダメードとなっておりますので、販売されるメニューやカスタムに関するご希望を十分ご相談のうえ、お見積もりさせていただきます。
もちろん、営業される地域の許可取得に必要な設備にて製作いたします。

ベーシックプラン カスタム料：152万円～
ベーシックプランは、軽トラックに、キッチンボックス（アルミボディ＋FRPトップ＋サイドと 
後部跳ね上げドア）を架装したプランとなっております。ベース車両は無塗装、ボックス色は、 
ホワイトまたはシルバー。（ 全塗装または部分塗装やラッピングなども承ります。）

フェイスチェンジ＋全塗装プラン カスタム料：250万円～

※金額は税抜きとなっております。　 
※ベース車両代は含まれておりません。（お持ち込みいただいても結構ですし、または弊店にて（新車/中古車）手配もさせていただきます。



KITCHEN CAR  500
普通車バンベースのキッチンカー 　

＜スタンダードプラン内部架装内容＞ 

・折り畳み販売カウンター（1カ所） 

 ・後部開閉扉（マグネット式）　 

・シンク台（ステンレスシンク×２層 / キッチンパネル仕様） 

・水道蛇口×１＋電動給水ポンプ（100v）×１ 

・調理カウンター　・棚（3ヶ所） 

・床（コンパネ）クッションフロア 

・コンロ台 or エスプレッソマシン台（キッチンパネル仕様） 

・給水・排水用ポリタンク40L（セパレート）×１ 

・コンセント×３箇所/ 車内照明×２箇所/ 電源引き込み口×1ヶ所

＜おすすめプラン内部架装内容＞ 

・運転席間仕切り（窓付）　・後部開閉扉（マグネット式） 

・販売口窓　・棚（３カ所）・折り畳み販売カウンター（２カ所）　 

・シンク台（ステンレスシンク×２層 / 蓋付 / キッチンパネル仕様） 

・水道蛇口×２＋電動給水ポンプ（100v）×２ 

・調理カウンター　・床（コンパネ）クッションフロア 

・給水・排水用ポリタンク40L（セパレート）×２ 

・コンセント×３箇所　  

・車内照明×２箇所　　・電源引き込み口×１ヶ所

※ご希望色にて全塗装（ツートンまたは単色塗装）、ロゴ入れやカッティングシートのデザイン・施工をご希望の場合は、 
　内容をご相談の上お見積させていただきます。

内部カスタム内容は、弊店おすすめの内容となっております。 
架装はオーダメードとなっておりますので、販売されるメニューやカスタムに関するご希望を十分ご相談のうえ、お見積もりさせていただき
ます。もちろん、営業される地域の許可取得に必要な設備にて製作させていただきます。

スタンダードプラン：75万円

キッチンカー 500プランは、タウンエース（ライトエース ）、ボンゴなどの普通車サイズバンをキッチンカー にカスタ
ムするプランとなっております。（スタンダードプランとおすすめプランの違いは下方の「カスタム内容」をご覧くださ
い。）

※金額は税抜きとなっております。　 
※ベース車両代は含まれておりません。（お持ち込みいただいても結構ですし、または弊店にて（新車/中古車）手配もさせていただきます。

Special	version

おすすめプラン：85万円

＜内部架装オプション＞ 
・シンク（追加 / 大型）
・折りたたみ販売カウンター（追加）
・給水・排水タンク（追加 or 大容量）
・床（フローリング ）
・棚 / 収納棚 / 引き出しなど（追加加工）
・換気扇　
・その他
＊ オプションの料金は、内容・サイズなどにより異なりま
す。



FOOD TRUCK 800
普通車トラックベースのフードトラック　

＜外部架装内容＞ 
・アルミボディ本体&FRPトップ（８ナンバー仕様） 
・サイド跳ね上げ扉（埋め込みハンドルロック込み） 
・出入り口ドア（鍵付） 
・換気扇（フード付） 
・電源引き込みプラグ 
・内装アルポリック白（断熱材込み）

＜内部架装内容＞ 
・折り畳み販売カウンター（1カ所） 
・キャビン上部収納庫扉 
・シンク台（２層シンク / キッチンパネル仕様） 
　＊ステンレスシンク台も可 
・水道蛇口＋電動給水ポンプ（100v） 
・調理カウンター（木製 or ステンレス） 
・給水・排水用ポリタンク40L×２ 
・コンセント×３箇所　 ・車内照明×２箇所 
・電源引き込みプラグ×1個

＜内部架装オプション＞ 
・折り畳み販売カウンター（追加）・給水・排水タンク・蛇口（追加） 
・店舗用クッションフロア　・木製フローリング（or アルミ床） 
・内張　・棚　・収納ボックスなど　・販売口窓 

＜外部架装オプション＞
・跳ね上げ扉（追加）・キャビン上部ボックス
・換気扇（追加）・外部電源引き込みプラグ（追加）

・発電機収納ボックス（レール式）・ その他
＊ オプションの料金は、内容・サイズなどにより異なります。

キッチンボックス（外部＋内部）架装内容は、おすすめの仕様となっております。 
全てオーダメードとなっておりますので、販売されるメニューやカスタムに関するご希望を十分ご相談のうえ、 
お見積もりさせていただきます。もちろん、営業される地域の許可取得に必要な設備にて製作いたします。

ベーシックプラン カスタム料：197万円～

フードトラック 800プランは、タウンエース（ライトエース ）、ボンゴなどの普通車サイズトラックに、
キッチンボックス（アルミボディ＋FRPトップ＋サイド跳ね上げドア）を架装したプランとなっております。
（ボックス色は、ホワイト or シルバー）

※金額は税抜きとなっております。　 
※ベース車両代は含まれておりません。（お持ち込みいただいても結構ですし、または弊店にて（新車/中古車）手配もさせていただきます。

※ご希望色にて全塗装（ツートンまたは単色塗装）、ロゴ入れやカッティングシートのデザイン 
・施工をご希望の場合は、内容をご相談の上お見積させていただきます。



ABOUT US
TRADE NAME 

FOOD TRUCK PRO 

CHIEF 

髙岡　修 
Osamu Takaoka 

OFFICE ADRESS 

京都市西京区嵐山谷ヶ辻子町 ヴェルフィオ-レ嵐山105 

PHONE 

090-1718-9797 

MAIL 

ezycafe.jp@gmail.com 

FAX 

075-871-8155 

OPERRATING STORE 

EZYCAFE 

https://ezycafe.jp

今回ご案内させていただきましたプランは 

あくまで一例でございます。 

FOODTRUCK PROでは 

お客様にとって、理想のフードトラック / キッチンカーを 

製作させていただくことをモットーとしております。 

どうぞ、何なりとご相談くださいませ。 

Other businesses 

EZYSTYLE FC SISTEM 

https://www.ezystyle-fc.com


