
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　画ライダ哨療肢備□醐備ロメーカーオフション【磁「こ申し甥ナます〕

■バサラ「ライダー」主要装備一覧　　　　　　　　　ロ忠心テッ颯、オプション〔砲砿申圃1ナ矧 ■バサラ「ライダー」主要諸元

ライダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朝
2WD 4WD

槻界 OR25DE＜NEO＞VQ30DE＜NEO＞ 臼R25DE〈NEO＞

キセノンヘッドランプ〔ロービーム・レベライザー付） ●ベース寧車名型式 ＝ッサンTAJ丁U30　ニッサン6HJHU30 ニッサン丁A淵U30

八イビームプロジェクター内蔵大型立体ヘッドランプ
一 ●運転タイプ〔車種記号〕

・プロ戯励隊パー親込．珊用フォグラン亥　　　一 フルレン濯子割苗4溝オートマ勇ンク［E・八T刈〔］ラムシフト〕　J一貞α耀　㎜昌㎜　J一襯

●最適配光C．5．R、ハロゲンベッドランプ

怩tVかソトグリーンガラス（フロントガラス｝

怩tV加ト闘駐グリーンガラス〔フロントドアカラ濁

D●広題ドアミラー●フロント漸段慶けつ式マルチ

潟塔Nワイパー●リや貫けつ式ワイパー●工臨式

求[ムミラー●熱鳳リヤウイン防〔タイマー村〕

●寸法プライバシーガラス1UV力．ント断裾1肱柳

eリヤトア、リヤサイト，バックドアガラス1 全長X全幅×全高　　　　　　　　　　mm 4B70x］7BOx170D（響用大型リヤスボィラー装競車は171D）

電動格納式リモコンカラードドアミラー 聖内寸法長X幅X高　　　　　　　　mm 2890x1480×T200くツインサンルーフ装看車は1150）

運転席まわり！空回 ホイールベース　　　　　　　　　　　mm 2800

．曜翻一ク螂雀ズテアリング〔伽一溜クコシ田． トレッド　前／後　　　　　　　　　　mm 1535〆1520　　　　　1535／1515
専用メタル岡シフトノブ 簸低地上高　　　　　　　　　　　　　mm

135

馨用シル爪一メタリックメーター ●重墨・定員

オゾンセーフフルオートーアコン 車両亜■　　　　　　　　　　　　　　k9 】570　　　　　1630　　　　　T660

●1姻㌃馴λテアリング，シフトノ男●7り一ンフィルクー

｡1け一ステアリング●チルトλテアリング●シフ繍ジ珀

塔Cンジトター●デジ9腸齢O夕］メーター●蟹磁腫

b鮒●闘●ヘッドラが暖し獣熊●キー二二

D嬬轄創（ワーワインドウ倒ホタイフ、運臨はワンタ労、

Lーオ7鋼，践み昌昌止闘切●二二齪ロック〔Kッ

Nドア鵜｝●マガラガ●グロづボのス●運鵬イン

Xトポ勤ト●顕み蹴一物ゲル→防トリリース凱

D●フットレスト●ワミラ7スイッチ綱●⊃イン灘7卜

リヤクーラー 乗車定員　　　　　　　　　　　　　　名 7（スプリット式ベンチシート装着車は8名）

助手席バ＝ティミラー 頭両総蚕願　　　　　　　　　　　　　k9 1955　　　　　2015　　　　　2045
●性能リモートコントロールエントリーシステム

iバックドア逓動．作動確認機能付》 最小回転半径　　　　　　　　　　　　　　m　　　　　　　　　　　　5、7

リッド付カードボックス ●諸装置

ナビゲーション！オーディオ 駆動方式 前駆駆動　　　　　　　　4輸駆動

●ガラスアンテナ ステアリングギヤ形式 パワーアシスト付ラック＆ビ＝オン式ナビゲーションシステムIDV口二三〕邑電動㎡ッ7アッフ式65インチワ

Cド液昌モニター〈田CS〔FM多蜀謄吋〉〔注D（注2）（注6） サスペンション　前 独立懸架ストラット式

〃　　　　後 マルチリンクビーム式　　　独立懸票矧げリンク式ライダー導扇サラ，ドシスデムuO旧rMg・むbH雷再“’FM篭子

`ューナ棚，1鰍．4スピーカ「烈ダイκ所イ、柵・co

Iート勇鋤r糊メタ凋フィニ窪シ”r欄．｛準β）

主ブレーキ　前催 ベンチレーテッドディスク式〆リーヲィングトレーリング式

タイヤ　前・匿 215！55R16．91V

内義

オーデ4オ蜜わり

●ス功リット式ベンチシート装厨車（メーカーオプション）の車両蚕劇ま10k昌、車両総飯國ま65k9増加します。

恂{国元に雪下されている毒両は全車3ナンバーとなります．

｡エンジン主要諸元　　　　　　　　　　　　　　　　　〔〕は4W噂
尋用メタル厩

@バネ1レ
’〔ワーウインドワスイツチまD口，勝腿インスト

カードボックスまわり

賦 QR25DE＜NEO＞＊ VG30DE＜NEO＞
專用ドアトリム地（フロント．セカンド．サー圃

樫類・シリンダー数 DDHC・画列4気簡 DOHC・V型6気立
インサイドドアハンドル＆ロック那タン メッキ

シリンダー丙径x行程　　　　mm eg、0×100、0 93．OX73．3

◎キ→鋤室内照明システム

D●角農閏隆式ラゲッジルームランフ

怎Jッフホルダー【フロント、セカンド，サード吾2劉

怎hアポケット〔フロント・リヤドア）

怎Cンストロアポックス

D●フロントセンターテーブル

恟侮關ﾈ用興い櫓フック

怎宴Qッジアンダーポックス

怎宴Qッジフック（】2副

怎Aシスト勢リツブ

パーソナルランプ〔セカンド、サードシート）
総排気量　　　　　　　　　L 2，488 2，987

ルームランプ 大型◆1
圧縮比 9．5 10．0

ユーティリティロープ
瞳高出力　　　　kW〔PS）〆ゆm 12T（165）〆6000 162〔220）〆6400

インストアッパーボックス　　　　　　　　（注1）
畷大トルク　　N・m（k呂m）〆脾腫 233（23．8）／4000 279〔28．5｝〆4400

ラゲッジサイドボックス
燃料供給装置 ＝ツサンEGI〔EGCS）電子制御燃料噴射装置

シート
使用燃料・タンク容量　　　　　L 無鉛レギューラーガソリン・65〔60〕　無鉛プレミアムガソリン・65崇

角度謂三二アームレスト 円転席・助手席．●セカンドシ」卜ロングスライド

怎Vートリクライニング

@〔フロント．セカンド．サード）

恟繪ｺ瞬整式ヘッドレスト

@〔フロント、セカンド，サード）

逼転席・助手庸シートバックク．リップ

i助手席シートパック幽い物フック柳

水尾両に「よ「使用燗月」に記載ざれている瓢料をご使用ください．指定以丹の燃料をご使用になると．不貝禽が発生サる恐れがあ

閧ﾜす。尚．指定以外の燗料崔鞭用にな，たtめに晃生した不興合は無償保証の珂象と献Dませんので．瞬ください．

フロント
Vートバックポケット　　　　　　　　　　　　一一 運転礪・助手席

助手席シートアンダートレイ

西転席シートりフダー

助一クイン盈構付キャブテンシート｛7人乗切

シートパックテープ1附角麗眼式アームレスト

セカンド ウォークィン二二付スフリッ賦ベンチシート ◆2

●このカタログのエンジン出力姦示はすべて「ネット竈」です。

寃Gンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」

ﾆはエンジンを學両に括了した状態とほぼ同条件で測定したもので凱固じエンジンで測定した堀台、「ネット」は

uグロス」よりもガソりン自動車で約15％程度低い値（自工倉調べ）となっていますg

q国瞭単位系〔S1≡エスアイ）によるエンジン出力・トルクの表記について〉

v皿単位の国際標準化に伴い．従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW（キロワット）」．エンジントルク

P位rkgm」は「N・m（ニュートンメートル）」のSI単位とします。

ﾈお．従来単位か59障位への換耳栓は次のとおりです。数値は整数単位までとし、0徴点第1位を四捨五入します．

PPS≡0．7355kW　lkgm＝9．80665N・m
ｯ∋VO30DEエンジン摺凶冷には無罰＝7レミアムがソリンを乙便用ください。なお無趙プレミアム灯ソリンが入手

ﾅきない場合、照鉛レギュラーガソリンも使用できますが，エンジン出力低下等の現魚が発生します。

沫ﾇ工排出がス車（6・LEV）認定（平成12年排出ガス規制値25％低滅レベル｝

@ただし．婿込み巨獣のため曜境配窃化〔グリーン化〕税劉は晒用されません，

L里速星・最終減速比

〔a人乗り〕　　アームレスト ◆2

シPト勘クテープ胴　シートアンダートレイ〔注4） ◆2

マルチアッブシ〒卜
サード

アームレスト

．啓用シート箪 ．’蟹海三和エァド・トリコウトコンビ．

外装1タイヤ・ホイール

ッウ脚ルーフ⊂スライド＆チルトアシブHリヤ1調ンタフチ、貼三三止鳳構け1 ◆1 トランスミッション フルレンジ電子断碑4還オートマチック［E・ATx1怎潟сXポイラー

@〔LEO式1、イマウントストツフランフ働　【注5）

怎Xペアタイヤ〔応急用タイヤ，

尋用フロントグリル＆フードトップモール エンジン QR25DE（NEO＞　　　　　　　　　　　VQ30DE＜NEO＞

專用フロントバンパー 変速比　　　　　　　　第1速 2，785

専用メッキアウトサイドドアハンドル 〃　　　　　　　　　　第2遼 1，545

三二メッキサイド二一ド二一ル．． 〃　　　　　　　　　　第3速 1，000

サイドシルプロテクター 〃　　　　　　　　　第4速 0，694

辱用リヤアンダープロ咲ク』一 〃　　　　　　　　　　後退 2，272

辱虜リヤコンピランブ 韻終減速比 4、087　　　　　　　　　　　　3，7B9

辱用ネーミングステッカー

奪用大口怪スポーツマフラー〈フジツ鼠技研製〉

層馳，ヤス献イ｝｛㈱し僧ントスト7フラ刀吋｝ζ注5》

辱用215渇5R1691Vタイヤ
k菊羊ゴム工環瞬「τR剛PATH　MP寧PO町S」）

奪用16インチ光輝アルミロードホイール

安全〆メカニズム

3i≡ライダーはエアロパーツ装屠のため、縁石や段韮の大壱な場所や不堅地蹄辱では路面などと干渉する場合が

@あります．あうかじめご承知お皆ください。

恁R巫両は捕込み曼尋でオーテック幽いとなDます

｡ボディカラー　　〔3P⊃は3コートパー，レの隠です。内装色はウォームグレー＜w＞で貌

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

zワイトパール（3PX＃QX1・醤別塗装色〉　　ブラック〈＃KH3＞

ｽオーテック扱いディーラーオプション

運転席・助手席SRSエアバッグシステム

ABS〔アンチロックブレーキシステム〕

ブレーキアシスト

■ロー凹ミ7夕一舘班謝一シー隊駅フ日外シ⊇ト｝

恚?需テン沁刈デューサー且R榔蚊シートベルト●駒

ｵ臥鮒3鹸シートベルト●セカンド・サードシート乱附3

ﾑシートベルト仲魍式1●チ7イルドシート齪慰胴シ

[トベ勘ト1肋ンド・サードシ一二三唱2凶●兀ントシート

繚oシー団暦アンカー●遜研シートベル団躍朋

b鮒●匡0田川瀞7方ンブ●サ圷町ビーム

EBD⊂電子制勘制動力三分システム）

電子制御エンジンマウント VQ30DE

．．ロr基イトサスペンションてフロント鄭諺）一二二一

フロントベンチレーテッドディスクブレーキ

その他

寒冶地仕様［主な中田●ワイパーデアイサー㈱糠でワイパーフレードとフロントガラスとの氷諾を漕か可装闘です1

怎Gンジン浬動ヒーター吋ドアミラー1キャンセル機橘付1●エンジン迎跡黙纏リヤウインドウ1キャンセル槻隅付，

怎潟сqーター●大型バッテリー1

●専用フロアカーペット　●専用ラゲッジフロアカーベット

専用メーカーオプション　フロントビスカスL＄D【リミテッドスリッフデフ） 2WD車
◆㍗，◆2はそれぞれセヅトでメーカーオ7ションと琢O訂。〔注1｝ナビゲーションシステム装殖車「瓜インストアッパーポ．ソクスが藪備されません。

〔注2，ラゲッジアンダーポックスの外国スペースが小さくなひます．〔注3〕MD・eDオートチェンジャー対応磯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竃亜蒲した馬脳に作隣します臼田4）キャブテンシート我層甲は装鷹されません訴注5）オーテヅク扱いオ7ションの磨馬

大型リヤス㎡イラーを司3選びにならない鴇合は、ベース皿「V」に雁箪装廓のリヤス竃イラーが装画されます．〔注5｝DVDビテオ再生にぱ対応して

茜9属せん。

●「メーカーオフシ5ン」，「オーテック熱いオプション」はこ注文時に申し受けます，メーカーの工場．オーテックで鞭雇するため．ご注文後1まお葺け

で亡ませんのでご了承ください．●本単両は細川以外のメーカーオプションの齪がございませんのでこ了承ください。

q我四の纈文字は断田園魍性能「インτ卜一ワリーン⊥の甕踊です

日産自動車株式会社
　　　　　　康京都中央区怨座6丁目17番1号

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。

お問い合わせばバサラ取り扱い販売会社、または下記フリーダイヤルへどうぞ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　土曜日曜祝日のお罵物相駁は
お客様相談室　　　　　　　　　　　　　　　　　　日産インフォメーションセンタ

購、襯ユ鑑二二：裾土・日・髄012。一838－232
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9＝00～12：0013＝00～16：00

夢が今…感妙κ

ノ曙U「rE醒＝H

お問い舎わせ・ご柑二三下記へお願いししたし康す．

株式会社オーデックジャパン
〒253－8571神楽川二二ケ哺吊萩鵬24－2

電話　【D467｝87－BOOl
h廿p野…．a岨ech．co．ipノ

httpl〃www．nlssan．co．lpノ
●このカタログの内容は20Q2年3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。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　画ライダ哨療肢備□醐備ロメーカーオフション【磁「こ申し甥ナます〕

■バサラ「ライダー」主要装備一覧　　　　　　　　　ロ忠心テッ颯、オプション〔砲砿申圃1ナ矧 ■バサラ「ライダー」主要諸元

ライダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朝
2WD 4WD

槻界 OR25DE＜NEO＞VQ30DE＜NEO＞ 臼R25DE〈NEO＞

キセノンヘッドランプ〔ロービーム・レベライザー付） ●ベース寧車名型式 ＝ッサンTAJ丁U30　ニッサン6HJHU30 ニッサン丁A淵U30

八イビームプロジェクター内蔵大型立体ヘッドランプ
一 ●運転タイプ〔車種記号〕

・プロ戯励隊パー親込．珊用フォグラン亥　　　一 フルレン濯子割苗4溝オートマ勇ンク［E・八T刈〔］ラムシフト〕　J一貞α耀　㎜昌㎜　J一襯

●最適配光C．5．R、ハロゲンベッドランプ

怩tVかソトグリーンガラス（フロントガラス｝

怩tV加ト闘駐グリーンガラス〔フロントドアカラ濁

D●広題ドアミラー●フロント漸段慶けつ式マルチ

潟塔Nワイパー●リや貫けつ式ワイパー●工臨式

求[ムミラー●熱鳳リヤウイン防〔タイマー村〕

●寸法プライバシーガラス1UV力．ント断裾1肱柳

eリヤトア、リヤサイト，バックドアガラス1 全長X全幅×全高　　　　　　　　　　mm 4B70x］7BOx170D（響用大型リヤスボィラー装競車は171D）

電動格納式リモコンカラードドアミラー 聖内寸法長X幅X高　　　　　　　　mm 2890x1480×T200くツインサンルーフ装看車は1150）

運転席まわり！空回 ホイールベース　　　　　　　　　　　mm 2800

．曜翻一ク螂雀ズテアリング〔伽一溜クコシ田． トレッド　前／後　　　　　　　　　　mm 1535〆1520　　　　　1535／1515
専用メタル岡シフトノブ 簸低地上高　　　　　　　　　　　　　mm

135

馨用シル爪一メタリックメーター ●重墨・定員

オゾンセーフフルオートーアコン 車両亜■　　　　　　　　　　　　　　k9 】570　　　　　1630　　　　　T660

●1姻㌃馴λテアリング，シフトノ男●7り一ンフィルクー

｡1け一ステアリング●チルトλテアリング●シフ繍ジ珀

塔Cンジトター●デジ9腸齢O夕］メーター●蟹磁腫

b鮒●闘●ヘッドラが暖し獣熊●キー二二

D嬬轄創（ワーワインドウ倒ホタイフ、運臨はワンタ労、

Lーオ7鋼，践み昌昌止闘切●二二齪ロック〔Kッ

Nドア鵜｝●マガラガ●グロづボのス●運鵬イン

Xトポ勤ト●顕み蹴一物ゲル→防トリリース凱

D●フットレスト●ワミラ7スイッチ綱●⊃イン灘7卜

リヤクーラー 乗車定員　　　　　　　　　　　　　　名 7（スプリット式ベンチシート装着車は8名）

助手席バ＝ティミラー 頭両総蚕願　　　　　　　　　　　　　k9 1955　　　　　2015　　　　　2045
●性能リモートコントロールエントリーシステム

iバックドア逓動．作動確認機能付》 最小回転半径　　　　　　　　　　　　　　m　　　　　　　　　　　　5、7

リッド付カードボックス ●諸装置

ナビゲーション！オーディオ 駆動方式 前駆駆動　　　　　　　　4輸駆動

●ガラスアンテナ ステアリングギヤ形式 パワーアシスト付ラック＆ビ＝オン式ナビゲーションシステムIDV口二三〕邑電動㎡ッ7アッフ式65インチワ

Cド液昌モニター〈田CS〔FM多蜀謄吋〉〔注D（注2）（注6） サスペンション　前 独立懸架ストラット式

〃　　　　後 マルチリンクビーム式　　　独立懸票矧げリンク式ライダー導扇サラ，ドシスデムuO旧rMg・むbH雷再“’FM篭子

`ューナ棚，1鰍．4スピーカ「烈ダイκ所イ、柵・co

Iート勇鋤r糊メタ凋フィニ窪シ”r欄．｛準β）

主ブレーキ　前催 ベンチレーテッドディスク式〆リーヲィングトレーリング式

タイヤ　前・匿 215！55R16．91V

内義

オーデ4オ蜜わり

●ス功リット式ベンチシート装厨車（メーカーオプション）の車両蚕劇ま10k昌、車両総飯國ま65k9増加します。

恂{国元に雪下されている毒両は全車3ナンバーとなります．

｡エンジン主要諸元　　　　　　　　　　　　　　　　　〔〕は4W噂
尋用メタル厩

@バネ1レ
’〔ワーウインドワスイツチまD口，勝腿インスト

カードボックスまわり

賦 QR25DE＜NEO＞＊ VG30DE＜NEO＞
專用ドアトリム地（フロント．セカンド．サー圃

樫類・シリンダー数 DDHC・画列4気簡 DOHC・V型6気立
インサイドドアハンドル＆ロック那タン メッキ

シリンダー丙径x行程　　　　mm eg、0×100、0 93．OX73．3

◎キ→鋤室内照明システム

D●角農閏隆式ラゲッジルームランフ

怎Jッフホルダー【フロント、セカンド，サード吾2劉

怎hアポケット〔フロント・リヤドア）

怎Cンストロアポックス

D●フロントセンターテーブル

恟侮關ﾈ用興い櫓フック

怎宴Qッジアンダーポックス

怎宴Qッジフック（】2副

怎Aシスト勢リツブ

パーソナルランプ〔セカンド、サードシート）
総排気量　　　　　　　　　L 2，488 2，987

ルームランプ 大型◆1
圧縮比 9．5 10．0

ユーティリティロープ
瞳高出力　　　　kW〔PS）〆ゆm 12T（165）〆6000 162〔220）〆6400

インストアッパーボックス　　　　　　　　（注1）
畷大トルク　　N・m（k呂m）〆脾腫 233（23．8）／4000 279〔28．5｝〆4400

ラゲッジサイドボックス
燃料供給装置 ＝ツサンEGI〔EGCS）電子制御燃料噴射装置

シート
使用燃料・タンク容量　　　　　L 無鉛レギューラーガソリン・65〔60〕　無鉛プレミアムガソリン・65崇

角度謂三二アームレスト 円転席・助手席．●セカンドシ」卜ロングスライド

怎Vートリクライニング

@〔フロント．セカンド．サード）

恟繪ｺ瞬整式ヘッドレスト

@〔フロント、セカンド，サード）

逼転席・助手庸シートバックク．リップ

i助手席シートパック幽い物フック柳

水尾両に「よ「使用燗月」に記載ざれている瓢料をご使用ください．指定以丹の燃料をご使用になると．不貝禽が発生サる恐れがあ

閧ﾜす。尚．指定以外の燗料崔鞭用にな，たtめに晃生した不興合は無償保証の珂象と献Dませんので．瞬ください．

フロント
Vートバックポケット　　　　　　　　　　　　一一 運転礪・助手席

助手席シートアンダートレイ

西転席シートりフダー

助一クイン盈構付キャブテンシート｛7人乗切

シートパックテープ1附角麗眼式アームレスト

セカンド ウォークィン二二付スフリッ賦ベンチシート ◆2

●このカタログのエンジン出力姦示はすべて「ネット竈」です。

寃Gンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」

ﾆはエンジンを學両に括了した状態とほぼ同条件で測定したもので凱固じエンジンで測定した堀台、「ネット」は

uグロス」よりもガソりン自動車で約15％程度低い値（自工倉調べ）となっていますg

q国瞭単位系〔S1≡エスアイ）によるエンジン出力・トルクの表記について〉

v皿単位の国際標準化に伴い．従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW（キロワット）」．エンジントルク

P位rkgm」は「N・m（ニュートンメートル）」のSI単位とします。

ﾈお．従来単位か59障位への換耳栓は次のとおりです。数値は整数単位までとし、0徴点第1位を四捨五入します．

PPS≡0．7355kW　lkgm＝9．80665N・m
ｯ∋VO30DEエンジン摺凶冷には無罰＝7レミアムがソリンを乙便用ください。なお無趙プレミアム灯ソリンが入手

ﾅきない場合、照鉛レギュラーガソリンも使用できますが，エンジン出力低下等の現魚が発生します。

沫ﾇ工排出がス車（6・LEV）認定（平成12年排出ガス規制値25％低滅レベル｝

@ただし．婿込み巨獣のため曜境配窃化〔グリーン化〕税劉は晒用されません，

L里速星・最終減速比

〔a人乗り〕　　アームレスト ◆2

シPト勘クテープ胴　シートアンダートレイ〔注4） ◆2

マルチアッブシ〒卜
サード

アームレスト

．啓用シート箪 ．’蟹海三和エァド・トリコウトコンビ．

外装1タイヤ・ホイール

ッウ脚ルーフ⊂スライド＆チルトアシブHリヤ1調ンタフチ、貼三三止鳳構け1 ◆1 トランスミッション フルレンジ電子断碑4還オートマチック［E・ATx1怎潟сXポイラー

@〔LEO式1、イマウントストツフランフ働　【注5）

怎Xペアタイヤ〔応急用タイヤ，

尋用フロントグリル＆フードトップモール エンジン QR25DE（NEO＞　　　　　　　　　　　VQ30DE＜NEO＞

專用フロントバンパー 変速比　　　　　　　　第1速 2，785

専用メッキアウトサイドドアハンドル 〃　　　　　　　　　　第2遼 1，545

三二メッキサイド二一ド二一ル．． 〃　　　　　　　　　　第3速 1，000

サイドシルプロテクター 〃　　　　　　　　　第4速 0，694

辱用リヤアンダープロ咲ク』一 〃　　　　　　　　　　後退 2，272

辱虜リヤコンピランブ 韻終減速比 4、087　　　　　　　　　　　　3，7B9

辱用ネーミングステッカー

奪用大口怪スポーツマフラー〈フジツ鼠技研製〉

層馳，ヤス献イ｝｛㈱し僧ントスト7フラ刀吋｝ζ注5》

辱用215渇5R1691Vタイヤ
k菊羊ゴム工環瞬「τR剛PATH　MP寧PO町S」）

奪用16インチ光輝アルミロードホイール

安全〆メカニズム

3i≡ライダーはエアロパーツ装屠のため、縁石や段韮の大壱な場所や不堅地蹄辱では路面などと干渉する場合が

@あります．あうかじめご承知お皆ください。

恁R巫両は捕込み曼尋でオーテック幽いとなDます

｡ボディカラー　　〔3P⊃は3コートパー，レの隠です。内装色はウォームグレー＜w＞で貌

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

zワイトパール（3PX＃QX1・醤別塗装色〉　　ブラック〈＃KH3＞

ｽオーテック扱いディーラーオプション

運転席・助手席SRSエアバッグシステム

ABS〔アンチロックブレーキシステム〕

ブレーキアシスト

■ロー凹ミ7夕一舘班謝一シー隊駅フ日外シ⊇ト｝

恚?需テン沁刈デューサー且R榔蚊シートベルト●駒

ｵ臥鮒3鹸シートベルト●セカンド・サードシート乱附3

ﾑシートベルト仲魍式1●チ7イルドシート齪慰胴シ

[トベ勘ト1肋ンド・サードシ一二三唱2凶●兀ントシート

繚oシー団暦アンカー●遜研シートベル団躍朋

b鮒●匡0田川瀞7方ンブ●サ圷町ビーム

EBD⊂電子制勘制動力三分システム）

電子制御エンジンマウント VQ30DE

．．ロr基イトサスペンションてフロント鄭諺）一二二一

フロントベンチレーテッドディスクブレーキ

その他

寒冶地仕様［主な中田●ワイパーデアイサー㈱糠でワイパーフレードとフロントガラスとの氷諾を漕か可装闘です1

怎Gンジン浬動ヒーター吋ドアミラー1キャンセル機橘付1●エンジン迎跡黙纏リヤウインドウ1キャンセル槻隅付，

怎潟сqーター●大型バッテリー1

●専用フロアカーペット　●専用ラゲッジフロアカーベット

専用メーカーオプション　フロントビスカスL＄D【リミテッドスリッフデフ） 2WD車
◆㍗，◆2はそれぞれセヅトでメーカーオ7ションと琢O訂。〔注1｝ナビゲーションシステム装殖車「瓜インストアッパーポ．ソクスが藪備されません。

〔注2，ラゲッジアンダーポックスの外国スペースが小さくなひます．〔注3〕MD・eDオートチェンジャー対応磯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竃亜蒲した馬脳に作隣します臼田4）キャブテンシート我層甲は装鷹されません訴注5）オーテヅク扱いオ7ションの磨馬

大型リヤス㎡イラーを司3選びにならない鴇合は、ベース皿「V」に雁箪装廓のリヤス竃イラーが装画されます．〔注5｝DVDビテオ再生にぱ対応して

茜9属せん。

●「メーカーオフシ5ン」，「オーテック熱いオプション」はこ注文時に申し受けます，メーカーの工場．オーテックで鞭雇するため．ご注文後1まお葺け

で亡ませんのでご了承ください．●本単両は細川以外のメーカーオプションの齪がございませんのでこ了承ください。

q我四の纈文字は断田園魍性能「インτ卜一ワリーン⊥の甕踊です

日産自動車株式会社
　　　　　　康京都中央区怨座6丁目17番1号

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。

お問い合わせばバサラ取り扱い販売会社、または下記フリーダイヤルへどうぞ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　土曜日曜祝日のお罵物相駁は
お客様相談室　　　　　　　　　　　　　　　　　　日産インフォメーションセンタ

購、襯ユ鑑二二：裾土・日・髄012。一838－232
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9＝00～12：0013＝00～16：00

夢が今…感妙κ

ノ曙U「rE醒＝H

お問い舎わせ・ご柑二三下記へお願いししたし康す．

株式会社オーデックジャパン
〒253－8571神楽川二二ケ哺吊萩鵬24－2

電話　【D467｝87－BOOl
h廿p野…．a岨ech．co．ipノ

httpl〃www．nlssan．co．lpノ
●このカタログの内容は20Q2年3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。

創・B冊・0203N4

　　　JU30204
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