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操作性・機能性・デザイン性を充実させた
手動運転装置「オーテックドライブギア」。
ご自分で運転される方に最適です。

PHOTO : ハイルーフドライビングヘルパー「オーテックドライブギアタイプe」V-G（2WD）。
ボディカラーはホワイトパール（3P）〈＃QX1・特別塗装色〉。オプション装着車。

自操式車いす〈オーエックスエンジニアリング製「New VWX」〉は参考例。

ドライビングヘルパーオーテックドライブギアタイプe／オーテックドライブギア 運転することが愉しくなる。

8人乗り

ハイルーフ 

V-G

オーテックドライブギア タイプe

滑らかでダイレクト感のある
アクセル操作
パームレスト（台座）の採用により、
安定した姿勢でドライビングが
愉しめます。
また、長時間の運転も快適です。

Driving Pleasure

Safety

Style
手にする喜びを提供する
スポーティで斬新なスタイル
黒／シルバーを基調とした本革と
アルミのコンビネーションが
走りの予感を高めます。

ドライブギアならではの
ダブルワイヤー式ブレーキシステム
新方式アクセルの採用により、
ブレーキ即応性が向上しました。
信頼性と安全性がより進化しています。

Driving Pleasure

Safety

Style

オーテックドライブギア

V-G〈2WD〉235.5万円
〈4WD〉260.5万円

ハイルーフオーテックドライブギア
V-G〈2WD〉243.5万円
〈4WD〉268.5万円

ハイルーフオーテックドライブギア タイプe

PHOTO : ドライビングヘルパー「オーテックドライブギアタイプe」 V-G（2WD）。内装色はカフェラテ〈C〉。

コントロールグリップ

1ブレーキロックスイッチ
2ウインカースイッチ
3ホーンボタン
4ライトスイッチ

ステアリングノブ（脱着式）
片手でステアリング操
作ができます。
長時間のドライブでも
手に負担のかかりにく
い形状としました。

PHOTO : ドライビングヘルパー「オーテックドライブギア」V-G（2WD）。内装色はカフェラテ〈C〉。
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●「オーテックドライブギア タイプe」／「オーテックドライブギア」について

「オーテックドライブギア タイプe」／「オーテックドライブギア」は主に下肢の不自由な方が手でアクセル、ブレーキを操作するための手動運転装置です。ノークラッチ、オートマチック、手動運

転装置、車両総重量など、運転される方の免許の限定条件をご確認の上、ご商談をすすめてください。

●運転席への移乗、乗り降り、車いすの積み下ろしについて

「オーテックドライブギア タイプe」／「オーテックドライブギア」のコントロールグリップはフロアに取付けられているため、助手席から運転席への移動がスムーズに行えない場合があります。

車いすとシートの間の乗り降り、車いすの積み下ろしなどは事前にデモカー、又は標準車でご確認することをお勧めいたします。デモカーについては、オーテックエルコ（TEL.0467-87-8352）

にお問い合わせください。尚、日産カレスト座間にもデモカーを展示しております。

●運転席シートスライド量の規制について

運転席のシートスライド量がリヤモストから84mmとなります。

●設定グレード以外の架装について

「オーテックドライブギア タイプe」／「オーテックドライブギア」は設定グレード以外にも装着可能です。但し、グレード等によっては架装できない場合や、コントロールグリップの操作力が重

くなる場合がございます。

詳しくは取り扱い販売会社又はオーテックまでお問い合わせください。

ご検討にあたってご留意いただきたい点

オーテックドライブギア タイプeの
操作がしやすいように専用のコラム
シフトレバーを採用しています。
※写真はPレンジです。

専用コラムシフトレバー

形状はドライブギアで定評の三角形。
長時間のドライブでも手に負担がか
かりにくく、また、革巻きの質感がよ
り手になじみます。（脱着式なので不
要時には取りはずしができます。）

本革巻ステアリングノブ

パームレスト（台座）に手
が置けるので長時間走行
も快適です。

手の動きだけでアクセル
操作ができます。

前方に押してブレーキ

コントロールグリップ
定常時 アクセルON時 ブレーキ時

取付位置図

手押し式パーキングブレーキレバー 足元スペース

a
ドライブギア タイプe

ドライブギア

ドアトリム 

専用コラム 
シフトレバー 

20mm  50m
m 
 

490mm  

70mm  

30mm  

100mm  

120mm  

6゜  

60mm  

※専用コラムシフトレバーは 
　Pレンジ位置 
※コントロールグリップ、 
　チルトステアリングは 
　ニュートラル状態　 

ドアトリム 

※コントロールグリップ、 
　チルトステアリングは 
　ニュートラル状態　 

460mm  

110mm  

10mm  

70m
m 
 

30mm  

＊各寸法値はメーカー設計値であり参考値です。

パームレスト
（台座） ブレーキロック

スイッチ
ホーンボタン

ウインカー
スイッチ

●価格にはスペアタイヤ、標準工具が含まれます。●ホワイトパール（3P）〈＃QX1・特別塗装色〉は3.0万円高、シャンパンシルバー（TM）／スパークリングシルバー（M）〈＃11A・特別塗装色〉は3.7万円高となります。●寒冷地仕様は、4WDが
1.6万円高、2WDはフロントビスカスLSDとセットオプションとなるため4.6万円高となります。●保険料、税金（含む消費税）、登録に伴う費用等は別途申し受けます。●価格はメーカー希望小売価格です。価格は販売会社が独自に決めておりま
すので、それぞれの販売会社にお問い合わせください。（3P）は3コートパール、（TM）はチタンメタリック、（M）はメタリックの略です。●印刷インキの性質上、実際の塗色とは異なって見える場合があります。

車両進行方向]a []車両進行方向

〈オーテックドライブギア タイプe〉 〈標準車〉

グッドデザイン賞 
受賞商品 

オーテック
ドライブギア
タイプe
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より安全・快適にお使いいただくために、各種オプションをご用意いたしました。

専用シートカバー トランスファーボード

シート半カバー：1台分シート全カバー：1台分

専用フロアカーペット

専用：1台分

※写真の仕様とは一部異なります。
※標準車用フロアカーペットは形状が合わない
ため、装置に支障をきたすおそれがあります
ので、必ず専用フロアカーペットをご使用く
ださい。

ドライビングヘルパー オーテック扱いディーラーオプション

ドライビングヘルパー オーテック扱いオプション ご要望にあわせてお好きな組合せができます。

助手席から車いす収納
ウインチを操作し、車
いすを車内に収納しま
す。

車いす収納後、マルチ
スティックを使用しス
ライドドアを閉め、助
手席スライドアップシ
ートで車内に乗り込み
ます。

トランスファーボード（オーテッ
ク扱いディーラーオプション）を
使用し、助手席から運転席に移動
します。

トランスファーボード 

2

1

3

専用オプション装着時の室内レイアウト

1助手席スライドアップシート

電動でシートが昇降・回転するので乗り
降りも容易です。また、運転席への移動
が楽に行えます。
＊助手席スライドアップシートの詳細はP6
～7をご覧ください。

大車輪径
（インチ）

全　　高
（mm）

全　　長
（mm）

全　　幅
（mm）

重　　量（kg）

車いすのサイズ

20以上

1060以下

640以下

910以下

30以下

助手席と運転席の間の移動がスムーズ
になります。

4マルチスティック

車いすを引き寄せたり、ドアを閉めた
りするのに便利です。

スライドアップシ
ートを操作するリ
モコンです。

2車いす収納ウインチ

助手席に座ったまま、簡単な操作で車いす
を車内に収納できます。

センターピラー部
操作スイッチ

〈上記オプションで収納可能な車いす〉

※2の車いす収納ウインチ装着時は乗車定員が6名と
なります。

ワイヤレスリモコン
（オーテック扱いオプション）

3車いす保持ベルト

マジックテープにより確実に固定でき、
脱着も簡単です。

■ドライビングヘルパー主要諸元 〈 〉内数値はパノラマルーフ装着車。

車種

諸元

2WD 4WD 2WD 4WD
QR20DE（NEO） QR20DE（NEO）

ハイルーフ
●ベース車グレード
●ベース車車名型式 ニッサンUA-TC24 ニッサンUA-TNC24 ニッサンUA-TC24 ニッサンUA-TNC24
●車種番号 CL67 CL68 CL65 CL66

●車種記号 FDAARGVC24
EDALHUAZ

FDANRGBC24
EDALHUAZ

FDAARGVC24
EDALHTAZ

FDANRGBC24
EDALHTAZ

●寸法
全長×全幅×全高 mm 4550×1695×1940
室内寸法　長×幅×高 mm 2695×1470×1405〈1380〉
●重量・定員
車両重量 kg 1590 1630 1590 1630
車両定員 名 8 8 8 8
車両総重量 kg 2030 2070 2030 2070

ドライビングヘルパー
ドライブギアタイプe ドライブギア

●運転タイプ ハイパーCVT〈無段変速機〉 フルレンジ電子制御4速オートマチック〔E-ATx〕 ハイパーCVT〈無段変速機〉 フルレンジ電子制御4速オートマチック〔E-ATx〕

V-G

＊超-低排出ガス車（U-LEV）認定（平成12年基準排出ガス75％低減レベル）。ただし、持込み登録のためグリーン税制は適用されません。●本車両は持込み登録でオーテック扱いとなります。

■オプション使用例
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■ドライビングヘルパー主要装備一覧

全車標準装備

車種

グレード別装備

メーカーオプション・
オーテック扱い
オプション
希望小売価格
（円）

V-G V-G

■視界
●サイドガラスフリップアウト
●熱線リヤウインドウ（タイマー付）
●ハロゲンヘッドランプ
●UVカットガラス（フロント）
●UVカット断熱グリーンガラス（フロントドア）
●防眩式ルームミラー●広角ドアミラー

プライバシーガラス（UVカット断熱機能付、スライドドア･リヤサイド･バックドア） ○ ○
電動格納式リモコンカラードドアミラー ○ ○
フロント無段間けつ式ワイパー ○ ○
リヤ間けつ式ワイパー （注1） ○ ○
リヤアンダーミラー ○ ○
キセノンヘッドランプ（ヘッドランプレベライザー付）＋フロントバンパー組込みハロゲンフォグランプ △ △ 75,000

■運転席まわり
●集中ドアロック●フロントドア大型ポケット●フュ
ーエルフィラーリッドオープナー●抗菌仕様（ステアリ
ング、シフトノブ）●パワーステアリング ●フロント
ドアミニポケット ●運転席インストポケット ●3モー
ド液晶オド･トリップメーター付コンビメーター ●シ
フトポジションインジケーター●キー抜き忘れ警報
●ヘッドランプ消し忘れ警報●燃料残量警告灯●フロ
ント昇降グリップ ●半ドア警告灯 ●マップランプ（ド
ア連動）●足踏み式パーキングブレーキ（フットリリー
ス式）●フットレスト●灰皿照明

チルトステアリング ○ ○
ウレタン4本スポークステアリング ○ ○
リモートコントロールエントリーシステム（作動確認機能付） ○ ○
インテリジェントキー
（運転席・助手席・バックドア感知、作動確認機能付、キー2セット） △ △ 40,000

運転席バニティミラー ○ ○
助手席バニティミラー ○ ○
パワーウインドウ（フロントドア、スライドドア）
（耐水タイプ、運転席はワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付） ○ ○

センターポケット ○ ○
■空調
●クリーンフィルター オゾンセーフフルオートエアコン＋リヤオートクーラー&リングダイヤル式ヒーターコントロール ○ ○

リヤヒーター （注2） ○ ○
■オーディオ
●ガラスアンテナ
●4スピーカー

MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ（デジタル時計組み込み、120W、
FMダイバーシテｨ、MD･CDオートチェンジャー対応機能付） （注3） ○ ○

■インテリア

サイドトリム
△◆1スウェード調クロス △◆1スウェード調クロス ◆1

○樹脂 ○樹脂
○樹脂 ○樹脂

リッド付インストアッパートレイ ○ ○
インストロアボックス ○ ○
リヤロングユーティリティグリップ（コートフック付） ○ ○
カップホルダー ○ ○

■シート
●マルチスライドシート（セカンド）

△◆1 △◆1 ◆1
運転席･助手席アームレスト ○ ○
シートバックポケット（助手席） （注9） ○ ○

○ ○
サードシート

■外装／タイヤ･ホイール
●カラードバンパー
●カラードドアアウトサイドハンドル
●195/65R15  91Sラジアルタイヤ
●スペアタイヤ（応急用タイヤ）

スライドドア
○ ○
○ ○
△ △ 25,000

パノラマルーフ＋リヤ大型ルームランプ＋大型ルーフスポイラー（注7） △ △ 105,000
フロントグリル ○車体色 ○車体色
ハイルーフ専用ルーフスポイラー ○ ○
15インチフルホイールカバー ○ ○

■安全／メカニズム
●運転席シートベルト非着用時警告灯
●前席ELR付3点式シートベルト
●フロントシート上下調整式シートベルトアンカー
●チャイルドシート固定機構付シートベルト（セカン
ド・サード左右2席）
●サイドドアビーム（フロント･スライドドア）
●ハイマウントストップランプ（バックドア組込み）
●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ

運転席・助手席SRSエアバッグシステム ○ ○
運転席・助手席アクティブヘッドレスト ○ ○
ABS（アンチロックブレーキシステム） ○ ○
ブレーキアシスト ○ ○
EBD（電子制御制動力配分システム） ○ ○
フロントシートロードリミッター付プリテンショナーシートベルト ○ ○
セカンド･サードシートELR付3点式シートベルト（中央席は2点式） ○ ○
フロントビスカスLSD（リミテッドスリップデフ） （注8） △◆2 △◆2 ◆2
スタビライザー（フロント） ○ ○

■ドライビングヘルパー専用装備

ワイヤレスリモコン（助手席スライドアップシート用） （注10） ☆E41 ☆E41 30,000
■オーテック扱いディーラーオプション

専用フロアカーペット □ □
専用シート全カバー □ □
専用シート半カバー □ □
トランスファーボード □ □
コントロールユニットカバー（床ずれ防止用） ─ □

車いすマークステッカー（マグネット式1枚） □ □
■寒冷地仕様

ワイパーデアイサー※2、ヒーター付ドアミラー、大型
バッテリー等 △ △ 16,000

フロント

セカンド
サード

スプリットタイプ（5:5分割･脱着式･対座機能・シートバックテーブル付）

フロント2個＋セカンドボトルホルダー2個＋サード1個

両側スライドドア
リモコンオートスライドドア（挟み込み防止機構付）（助手席側）
オートクロージャー（運転席側）

シート地 ○トリコット ○トリコット
イージークリーンシート（カブロン®／パートナー®コンビシート）※1（注5）

サードシートバックネット △◆1 △◆1 ◆1

オーテックドライブギアタイプe
（手動運転装置：本革巻ステアリングノブ〈脱着式〉、コントロールグリップ、手押し式パーキングブレーキレバー） ○ ─

オーテックドライブギア
（手動運転装置：ステアリングノブ〈脱着式〉、コントロールグリップ、手押し式パーキングブレーキレバー） ─ ○

専用コラムシフトレバー ○ ─

マルチスティック ☆N69 ☆N69 15,000

○トリコット ○トリコット

◆1、◆2はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。
（注1）寒冷地仕様はスチール製となり形状が異なります。
（注2）ベース車2WDにメーカーオプションのリヤヒーターは標準装備となります。
（注3）MD･CDオートチェンジャー対応機能はディーラーオプションのMDまたはCDオートチェンジャーを装着した場合に作動します。
（注4）パノラマルーフ装着車はリヤ大型ルームランプとなります。
（注5）オーテック扱いオプションの助手席スライドアップシートは、メーカーオプションのイージークリーンシートと同時装着できません。
（注6）サードシートマルチアップタイプはスライドしません。
（注7）ハイルーフ車のルーフスポイラーは標準仕様のハイルーフ専用スポイラーと変更ありません。
（注8）2WDの寒冷地仕様のみに設定
（注9）助手席スライドアップシートをお選びの場合、フロントセンターテーブルおよびシートバックポケット（助手席）は装着されません。
（注10）オーテック扱いオプションの助手席スライドアップシートをお選びの場合に選択できます。
※1 合成皮革です。「カブロン®｣、「パートナー®」は、アキレス株式会社の登録商標です。
※2 熱線でワイパーブレードとフロントガラスとの氷結を溶かす装置です。

◆1は50,000円、◆2は46,000円のセット価格となります。
●メーカーオプションの価格は、メーカー希望小売価格です。価格は販売会社が独自に決めておりますので、それぞれの販売会社にお問い合わせください。消費税は別途申し受けます。
●オーテック扱いディーラーオプションはグレード、仕様により異なりますので、詳細は「オーテックオリジナルパーツカタログ」をご覧になるか、カーライフアドバイザーにお問い合わせください。
●「メーカーオプション」「オーテック扱いオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場、オーテックにて装着するため、ご注文後はお受けできませんので、ご了承ください。

助手席 ☆Z42 ☆Z42 398,000

フロントシートバックテーブル（折りたたみ格納式、カップホルダー＆買い物フック付） △◆1 △◆1 ◆1

車いす収納ウインチ ☆C31 ☆C31 125,000
車いす保持ベルト ☆C32 ☆C32 20,000

●キー連動室内照明システム
●セカンドシートパーソナルランプ&サードシートルームランプ（注4）
●ラゲッジルームランプ●グローブボックス
●スライドドアポケット
●どこでも灰皿（脱着式後席灰皿）
●ラゲッジサイドフック（2個）
●ラゲッジフロアフック（4個）
●チャイルドセーフティドアロック
●スライドドア昇降グリップ

セカンドシート
マルチアップタイプ（横跳ね上げ式）（注6） ○ ○

ドライビングヘルパー
オーテックドライブギアタイプe オーテックドライブギア

8人乗り 8人乗り
ハイルーフ ハイルーフ

QR20DE（NEO） QR20DE（NEO）
2WD／4WD 2WD／4WD

○ 標準装備ドライビングヘルパー専用装備 △ メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）
☆ オーテック扱いオプション（ご注文時に申し受けます） □ オーテック扱いディーラーオプション

フロントセンターテーブル （注9） ○ ○

スライドアップシート（電動回転・両側アームレスト付）（注5）（注9）

車いすマークステッカーセット（4枚セット） □ □

2WD △◆2 △◆2 ◆2
4WD

表内の緑色文字は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。
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現在ご使用の日産車をLVに改造するご相談を承っております。
詳しくは（株）オーテックエルコまでお問い合せ下さい。電話（０４６７）８７-８３５２

ご使用の車の
LV改造のご相談は

カレスト座間、カレスト幕張、オーテックプラザをはじめ全国各地にLV展示場がございます。
詳しくはオーテックホームページをご覧ください。http://www.autech.co.jp/LV/LV展示場

●このカタログの内容は2003年10月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。
●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。

スピードおさえて、いい運転。
シートベルトとチャイルドシートを忘れずに。

AJ-SE4-0310K1
C48CB

■参考：国や地方自治体の主な助成措置
身体障害者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されています。

※詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください。

税制度
●消費税の非課税
●自動車税の減免
●自動車取得税の減免

貸付・助成
●自動車購入資金の貸付
●自動車改造費の助成
●有料道路通行料金の割引

●自動車運転の技能習得費の助成
●駐車禁止規制の適用除外
●補装具の交付・修理

■ボディカラー

■シート地

■登録・税金関係
アンシャンテ アンシャンテ アンシャンテ アンシャンテ

セカンドシートタイプ セカンドシートタイプ脱着シート 助手席タイプ ステップタイプ
登　　　録 持込み登録

車　　　検 初回3年以降2年

ナ ン バ ー 5ナンバー

消　費　税 課税※ 課税

自動車取得税自動車税 身体障害者もしくはご家族の方が購入される場合には、免税措置等が適用される場合がございますので、
予め都道府県税事務所、福祉事務所等にご相談ください。

重　量　税 自家用税額適用

アンシャンテ チェアキャブ チェアキャブ ドライビングヘルパー
ユニバーサルアンシャンテ リフタｰタイプ スロープタイプ オーテックドライブギア タイプe／オーテックドライブギア

登　　　録 持込み登録

車　　　検 初回3年以降2年

ナ ン バ ー 5ナンバー

消　費　税 課税 非課税

自動車取得税自動車税 身体障害者もしくはご家族の方が購入される場合には、免税措置等が適用される場合がございますので、
予め都道府県税事務所、福祉事務所等にご相談ください。

重　量　税 自家用税額適用

2年 初回3年以降2年

8ナンバー 5ナンバー

特種車税額適用 自家用税額適用

※オーテック扱いディーラーオプションの「車いす収納装置（電動式）」、「車いす固定用ゴムネット」のいずれかを装着した場合、車両の消費税は非課税となります。

アクアブルー（TPM）〈♯B12〉

シート地：トリコット
内装色：カフェラテ〈C〉

ルミナスレッド（M）〈♯AY4〉 ホワイトパール（3P）〈♯QX1・特別塗装色〉 ダイヤモンドシルバー（M）〈♯KY0〉

＊メーカーオプション設定車種については、主要装備一覧をご覧ください。
●（TPM）はチタンパールメタリック、（M）はメタリック、（3P）は3コートパール、（TM）はチタンメタリックの略です。
●印刷インクの性質上、実際の塗色とは異なって見える場合があります。

シート地：カブロン®／パートナー®コンビシート
内装色：カフェラテ〈C〉
※一部車種にメーカーオプション
（イージークリーンシート＊）

シャンパンシルバー（TM）／スパークリン
グシルバー（M）〈♯11A・特別塗装色〉

ホワイト〈♯QM1〉 スーパーブラック〈♯KH3〉
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