
■主要装備一覧
　　一300献特矧麟　一300AX．250㈱臓■
E＝＝］㈱［＝＝コメー勾一オッション（遡1こ軋曼けま可〕 ■主要諸元

蠣縣・　　　伽．，閣　　　　　　聴，。。献2WD、，。、， 2WD

■規界

　　　　　　　　　　東　種

伯ｳ

300AX　　　　　　　　　　　250AX

ト　』エードじV力　　無グリーンガラス〈フロント〉 V［⊇30DET（NEO）　　VQ30DD（NEO　Di）　VQ25DD（NEO　DD
UVカノト葦船グリー　　ラス

ｭフロントドア、リヤ　　　ヤガラス）

●ペース車　牽名型式 ニッサンTA．HY34　　　　　　　＝ッサンTA・MY34

●運転タイプ［車種記号］

●熱線リヤウインドウ汐イマー付｝

怺u動㈱り石コンカラードドアミラー

怩b　　八ログンヘッドランプ

怎Iートライトシステム

怎tロントバン’【一組込みフォグランプ

恁F段閥けコ式フロントワイパー

フライκシーガラス　　ドア、リヤ）　　　卜断簡薩筋，

潟сhアガラスはエツノイル町ネーシ

『 　キセノンヘッドランプ〈ロービーム〉〔レヘブイザー剛

エクストロイドO）T

倦ｬマ＝ユア1圧一附鰍遜勘

MLHARDWY34
@TDAJAAAZ

ζ一ター酎ドアこうー 注u
■運転庸まわり

フルレンジ電子制御4速

Iートマチック〔E．ATx〕 一

MLHARDAY34
@DDAJAAAZ

MLGARCAY34
cDATHAAZ

パワーウインドウ樹水タイス匪転席はワンタッチ、芋一オフ復悸

H挟み込み訪止鷹醐付果陣時日動界降機歯付） ●寸法
トランクオートクロージャー

全長X全幅X全高　　mm 4980×T770x1440　　　　　498DxT770x1450電子キー（2本〕＆防醗アラーム ◆1

リモ…＝」ノキー〔2本｝ 三内寸法　笈×幅x高mm 1905×1450xn80　　　　　　1905xτ465x］180
マルチリセートエントリーシステム〔作㎜脂闘） ホイールベース　　　mm

2800
エンジンイそビライザー

トレッド前！匿　　　mm
ドアステップランプ【フロント，

｝520！1520　　　　　　　　　　1500！1500

●トータルコーディネート蜜内卿明

怎Cグニッションキー賄明

恪N遭険知就オート粛中ドアロック

@価馨感知式ドアロック鰐除システム，

怎Vフトポジションィンリケーター

怏t脳オド十リップメーター

恆ｫ踏み式パーキングブレーキ

怎tゥトレスト

恣d臨トランク＆フユーエルフィラー

@リッドオープナー

怎rットサイン

恷M硝嫡様（ステアリング．シフトノブ，

oーキングフレーキレパー）

nO一ステアリング

怎`ルトステアリンヴ

怎tァインビジョンメーター

轍動チ　　一　　］ヒ5ックステアリング 慨低地上高　　　　　mm 140　　　　　　　　145　　　　　　　　150
木目調本革　　ビステアリング ●匿■・足貝

木革巻カノグ」ノフタイブシフトノブ＆ブーツ VQ3QDEτ取
本革巻シフトノブ vo30D㎝

車両皿　　　　　　　　　　k8　　　　　　　1690　　　　　　　　　　　　1600　　　　　　　　　　　　1590

オーディオ用 ◆2 乗頃定員　　　　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　5
ステアリングスイッチ　　　　　　　　　　八ンド7り一電話用

◆3 ◆2 車両総郵削■　　　　　　　k目　　　　　　1965　　　　　　　　　　可875　　　　　　　　　　1865

木目稠パネル

逮転席・助手席バニティこ｝ 助手席照明け
●性能

匿田口 最小回転半径　　　　　m　　　　　　　　　　　　　　　　　5、5

●ツリ噌ン7イルタ一二鋼三三剛，　　　　　　　オソン二一フフ1レオートエアコン

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　煎酒澱吹き出しロ左石独立闘磯回｝
●諸自計

駆動方式 後輪駆動〔FR〕
ピコアトロン

後席エアコン吹ぎ出し口 ステアリングギヤ形式 パワーアシスト付ラック＆ビニオン式

■オーディオ・ナビゲーション サスペンション　前／後 独立懸架ストラット式／独立懸聚マルチリンク式
●FMダイバーシティ

怎潟сKラスアンテナ

7インチワ　液贔モニター【頭両惰報表示綴臆付÷

eM多重吋VICS　LEVE」1・2＋鬼えるラジオ｝
主ブレーキ　前／後 ベンチレーテッドディスク式／ベンチレーテッドディスク式

駐車ブレーキ 機械式後2絹制動TWナビゲーションシステム（DVD万引リモ］ン付｝

{DVDナビ標準’1ンドフリー電話＋VICS　LEVEL1・2・3
◆3 ◆2

タイヤ　前・後 225！45ZR］7　　　　　　　　2D5／65R15945
TVシステム

セ　　クホログラフイックサウンドシステム

kかヒノトー体AM／FM電子チューナーラジオ．COオートチェ

塔Wャーく6遷興）7スピーカー．］60W｝

03 02
●本目元に記眠されている箪両は全軍3ナンバーと君り竃凱

｣エンジン主要諸元

エンジン型式 VQ30DE丁（NEO）　　VQ30D口（NED　口D＊VQ25［】D（NEO　Di）寧セ　　　ーパーサウンドシステム　　　　　　【注2，

ﾉ　　　トー儒AM！FM電子チューナーラジオ謂スピーカー．

P20W　　M財一トチエンジャー対職励
種類・シリンダー数 DOHC・V型6気筒

シリンダー内径X行程　　mm 93．Ox73．3　　　　　　　　　　　85．Ox73．3セドリックサウンドシステム　　　　　　　　　鯉，

ﾘセットー体AMルM零子チューナーラジオ．4スピーカー、

P20WじD！MDオートチ「ジ　討応翻附｝
総排気■　　　　　　　L 2．987　　　　　　　　　　　　　2．495

圧麗比 9．0 11．0
ETClノンストップ自動料愈支払いシステム1ユニット

iビルトインタイフ〉　　　　　　　　　　　　〔注鋤 最高出力　　kW（PS）〆rpm 206〔280）〆6000 177（240）！6400　　154〔210｝／6400
■シート・内腫 最大トルクN・m（k唇m）加m 387（39．5）ノ3600 3D9（31．5）〆3600　265〔27．0）！4400

専購シート
直心席パワーシート1スライド，リクライニング．

潟tターランバーサポート）
燃料供給装欄

ターボチャドジャー付

jッサンE61（ECCS｝
ニッサンDi

●フロントオーバーヘッドコンソー，レ

怎Aームレスト付2殿減センターコンソー」レ

@ボックス1カードホルダーコインケース僧〕

nコンソールポケット切ッフホルダ」付，

怎Cンストポケット健4）

怎Cンストアンダーポケット

運転罵オー棒ライビングポジションシート 使用燃料・タンク宕量　　　L 無鉛プレミアムガソリン・BO前
席 助手席パワーシート保ライドリクライ⊃グ｝

前世上下隅嵐　　　スト 本車周には「便用四恩1に記瓢されている儲容をご優用ください．指定以外の胤科をこ使用になると．不具舎が晃生する理れが

ｩりぽサ，尚．二足以外の闘程こ使用になったため「こ発生した不興合は理工保証の対鍮となりませんの　　「主意くださし㌔シートパックグ　　　ルト

置定式

前阯下調整式 ◆4後
席 匿席中央ヘッドレスト（上下調整式） 04

リヤセンターアームレスト〔加7刺レダー㎜＋醒ックス〕

リヤセンターアームレスト

後席電瀬ソクット〔DC12V） ◆2

●本車両に隊㎜プレミアムガソリンをこ使用　　　い。な謬雁鉛プレミアムガソリンが入手で査なし賜禽、無鮎レギュラーガソ

潟唐燻g用できますが，エンジン出力甑下辱の現象　発生しま肌

nこのカダログのエンジン出力表示はすべて「ネト個」です6●エンジン出力表示に1まネット側とグロス簡がおりま跳「グロス」ぱ

Gンジン堪体で　　したものであり、「ネット」とはエンジン讐騨頃に唐事し乱状暇と「訓ま両条件で濁目した葱ので翫同じエンジン

ﾅ測定した堀舎　　ント」は「グロス」よゆもガソリン目重陳で約15％程度低い瞳【目工盆■べ，となっていま貌

ｮ国訓単位系【S［昌エスアイ，によるエンジン出力・トルクの置配について〉

v■触位の国際憬準化に伴い，従来使用してい陀エンジン出力霊位「PS」は「kW〔キロワット｝」、エンジントルク単畝「kgm」は

uN・m（ニュートンメートル〕」のS聞位としま亙bなお、従騨位かうSI単位への換算個は次のと6Dで凱践箇は壁芯単位までと

v小数二二1位を四三五入します．　1P9昌0，7355kW、1k琶m＝98D565N・m
�m∈ODIエンジン9二二車は、艮一門門出ガス準（6LEVI認定〔平賎12年排出ガス煙艘殖25％砥滅レベル）

@た凹し、生込み躬鰍のため贋視配団化〔グリーン化，群細は遡用され菰Uん，

｡変速比・最終減速比

モケット地シート

■外観

●フードトッ7オーナメント 尋用フロントパンκ一

専用フロント引リル

專用サイドシルブロテウター

辱用リヤパンパー

スーパーファイン八一ドコート ◆1

■メカニズム
トランスミッション

　　　　エクストロイドCVT

i6速マ；ユアルモード付無段変遼機）
フルレンジ電子籾御4速オートマテック〔E・ATk】

●4晦睡立懸架サスペンション　　　　　　　　際用マフラー
Vロ30DET〔NEO）

エンジン
D・Dsレンジ時 マニュアルモード時寧

VO3σDDINEO　DI〕VQ25DD（NEO　Di）

ビスカスしSD（リ喬テソドス」ノ7デブ〕 変速比　　第1速 2857 2785
■タイヤ・ホイール

〃　　　第2囲 2005 1545
●スベアタイヤ‘露鳳電タイヤ）　　　　　　　　a25！45ZH17ラジアルタイヤ座

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　■用17インチアル篭ロードホイール 〃　　　第3速 1534 1000
2q5／65R1594Sラジアルタイヤ＆
P5インチフルホイールカパー

〃　　　第4速

2，857

@～

O，660

11フ7 0694

■姓
〃　　　窮5速 D90D

一

VDC（ビークルダィナ鳶クス〕ントロール） V自3GD 〃　　　　第6速 0660
一

田ロ｛電子闘凋剛働力配分システム】 〃　　　後退 1，957 2272
A日Slアンチロツクブレーキシスデム｝

ブレーキアシスト
最終減速比 3，692 4．083　　　　　　4、363

●醗席ロードリミッター付コリテンショナーシートベルト

怏U露テンシ9ンリデューサー日』付3輯シート州レト

怎`材ルドシート瞳醜摘付シートベルト臓腐左右2席｝

怏^転席シートベル団F溜罵町■倦灯

恃ｪイマグントストッブランプ

n腕席上下闘騒式シートベルトアンカー

怎Tイドドアピーム㎜ドア】

恁辮ﾈE1．R付3齢一トペルト1中史2点式）

怎tレンドリーア四τ」インテリア

超転露・助手席S日Sエアκッグシステム

運転席・助手席SRSサイドエアパッグシステム＋

RR臼カーテンエアバッグシステム
◆4 04

前席アクティブヘッドレスト ◆4 餌

掌マニュアル石一ド時の醐ポジションにおける代義的な変亜比です，

泣Gアロパーツ装晒のため　　や段屋の大ぎな場所や不盛地路響では蹄面ぢどと干渉する堀合が甜います。あ5かUめ廓知

ｨ壼ください、

恂{鳳両膝隔迅み登皿でオ　7ノク扱いとなoます，

｡ポーイカー　内艶は■クリω窩　　■オ　『ク扱い一イ　ー　オブシン
郵ELR付3点式シートベルト中央席♪ ◆4 図

■寒冷地仕様（メーカーオ7ション）の内容　　　　●ヒーター恒ドアミラー〔注5，●ワイ’【一デアイサー1注6）

●「メーか一オ7ション」はこ注文時に申し翌1ナます。メーカーの工場で藍黛するため．己注文後13お受けできませんのでこ了票ください．

◆］・◆a◆臥◆4はセツトでメーカーオフションとなり留「。

1注1｝寒冷地仕擦とセットとなります，

【注2｝CD／MOオートチェンジャー対㎜噺はティーラー才ブションのCDまたはMロオートチェンジ”一を装雪bた場合に作動します邑

1注3）TWナビゲーションシステム蓑膚皐のみ茜遇びい離］，ます。

（ま41ETCユニットをお遇びの矯含には装価ざれません。

（注5）ヒーター付ドアミラーは300AXに顧準藪髄とはりま凱

駐6｝ワイバーデアイサーとは黙阻でワイバーブレードとフロントガラスとの氷結を溶かす装暉です。

●エンヲン浬動セルフデフォッガー【キャンセ，レ槻繕付｝覆全翠に購爾。∩盛円の繰文宇は新璽内快函性能「インナーグリーン」の液備です．

■ボディカラー内艶は■クリュωで弘

ホワイトパール（3P）〈＃OX1・特別隆装色〉

』h一＼
ダイヤモンドシルパー（M）＜＃KYO＞

ダークブルー【P）＜＃BW5＞

蕩3Pは串コートバール，Mはメタリック、P眩バール囑哲。

■オーテック扱いディーラーオブション

日産自動車掘会社
丁104．8023　東京弼中央区銀座6丁目書7岳1号

www　nlssanCO　IP

お問い舎わせはセドリック取b扱い蔽亮会抵または下記フリーコール〔携幣PHSも対応1へどうぞ。

　　　　　　　　　　　　土曜日曝禰日のお國物相麟眩
　「お客様相談室」　　　　「日産インフォメーションセンター」

月～金‘⑭012か31卜232土日祝③012研83昏232
　ζ祝日花附（〕　900－12001300－1ア00　　　　　　　　900－1200㌻300－1600

　　夢〃紛　卿仁　　調略雛湘蹴租へお・いいにし好

・4しrE‘H峯懇鰯i購1三7
　　　　　　　　　　hUpゾノ…autech　OOIpノ

スピードおさえていい題転，　　　　　　●このカタログの内容は2001年12月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更ずることもあります。　A」・CAX－011231

シートベ1レトとチャイルドシートを忘れず［こ．　●ボディカラーおよび内装色は、印副インキや組影条件などから、異際の色と異なって見えることがあDます。　　　　　Y34111
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■主要装備一覧
　　一300献特矧麟　一300AX．250㈱臓■
E＝＝］㈱［＝＝コメー勾一オッション（遡1こ軋曼けま可〕 ■主要諸元

蠣縣・　　　伽．，閣　　　　　　聴，。。献2WD、，。、， 2WD

■規界

　　　　　　　　　　東　種

伯ｳ

300AX　　　　　　　　　　　250AX

ト　』エードじV力　　無グリーンガラス〈フロント〉 V［⊇30DET（NEO）　　VQ30DD（NEO　Di）　VQ25DD（NEO　DD
UVカノト葦船グリー　　ラス

ｭフロントドア、リヤ　　　ヤガラス）

●ペース車　牽名型式 ニッサンTA．HY34　　　　　　　＝ッサンTA・MY34

●運転タイプ［車種記号］

●熱線リヤウインドウ汐イマー付｝

怺u動㈱り石コンカラードドアミラー

怩b　　八ログンヘッドランプ

怎Iートライトシステム

怎tロントバン’【一組込みフォグランプ

恁F段閥けコ式フロントワイパー

フライκシーガラス　　ドア、リヤ）　　　卜断簡薩筋，

潟сhアガラスはエツノイル町ネーシ

『 　キセノンヘッドランプ〈ロービーム〉〔レヘブイザー剛

エクストロイドO）T

倦ｬマ＝ユア1圧一附鰍遜勘

MLHARDWY34
@TDAJAAAZ

ζ一ター酎ドアこうー 注u
■運転庸まわり

フルレンジ電子制御4速

Iートマチック〔E．ATx〕 一

MLHARDAY34
@DDAJAAAZ

MLGARCAY34
cDATHAAZ

パワーウインドウ樹水タイス匪転席はワンタッチ、芋一オフ復悸

H挟み込み訪止鷹醐付果陣時日動界降機歯付） ●寸法
トランクオートクロージャー

全長X全幅X全高　　mm 4980×T770x1440　　　　　498DxT770x1450電子キー（2本〕＆防醗アラーム ◆1

リモ…＝」ノキー〔2本｝ 三内寸法　笈×幅x高mm 1905×1450xn80　　　　　　1905xτ465x］180
マルチリセートエントリーシステム〔作㎜脂闘） ホイールベース　　　mm

2800
エンジンイそビライザー

トレッド前！匿　　　mm
ドアステップランプ【フロント，

｝520！1520　　　　　　　　　　1500！1500

●トータルコーディネート蜜内卿明

怎Cグニッションキー賄明

恪N遭険知就オート粛中ドアロック

@価馨感知式ドアロック鰐除システム，

怎Vフトポジションィンリケーター

怏t脳オド十リップメーター

恆ｫ踏み式パーキングブレーキ

怎tゥトレスト

恣d臨トランク＆フユーエルフィラー

@リッドオープナー

怎rットサイン

恷M硝嫡様（ステアリング．シフトノブ，

oーキングフレーキレパー）

nO一ステアリング

怎`ルトステアリンヴ

怎tァインビジョンメーター

轍動チ　　一　　］ヒ5ックステアリング 慨低地上高　　　　　mm 140　　　　　　　　145　　　　　　　　150
木目調本革　　ビステアリング ●匿■・足貝

木革巻カノグ」ノフタイブシフトノブ＆ブーツ VQ3QDEτ取
本革巻シフトノブ vo30D㎝

車両皿　　　　　　　　　　k8　　　　　　　1690　　　　　　　　　　　　1600　　　　　　　　　　　　1590

オーディオ用 ◆2 乗頃定員　　　　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　5
ステアリングスイッチ　　　　　　　　　　八ンド7り一電話用

◆3 ◆2 車両総郵削■　　　　　　　k目　　　　　　1965　　　　　　　　　　可875　　　　　　　　　　1865

木目稠パネル

逮転席・助手席バニティこ｝ 助手席照明け
●性能

匿田口 最小回転半径　　　　　m　　　　　　　　　　　　　　　　　5、5

●ツリ噌ン7イルタ一二鋼三三剛，　　　　　　　オソン二一フフ1レオートエアコン

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　煎酒澱吹き出しロ左石独立闘磯回｝
●諸自計

駆動方式 後輪駆動〔FR〕
ピコアトロン

後席エアコン吹ぎ出し口 ステアリングギヤ形式 パワーアシスト付ラック＆ビニオン式

■オーディオ・ナビゲーション サスペンション　前／後 独立懸架ストラット式／独立懸聚マルチリンク式
●FMダイバーシティ

怎潟сKラスアンテナ

7インチワ　液贔モニター【頭両惰報表示綴臆付÷

eM多重吋VICS　LEVE」1・2＋鬼えるラジオ｝
主ブレーキ　前／後 ベンチレーテッドディスク式／ベンチレーテッドディスク式

駐車ブレーキ 機械式後2絹制動TWナビゲーションシステム（DVD万引リモ］ン付｝

{DVDナビ標準’1ンドフリー電話＋VICS　LEVEL1・2・3
◆3 ◆2

タイヤ　前・後 225！45ZR］7　　　　　　　　2D5／65R15945
TVシステム

セ　　クホログラフイックサウンドシステム

kかヒノトー体AM／FM電子チューナーラジオ．COオートチェ

塔Wャーく6遷興）7スピーカー．］60W｝

03 02
●本目元に記眠されている箪両は全軍3ナンバーと君り竃凱

｣エンジン主要諸元

エンジン型式 VQ30DE丁（NEO）　　VQ30D口（NED　口D＊VQ25［】D（NEO　Di）寧セ　　　ーパーサウンドシステム　　　　　　【注2，

ﾉ　　　トー儒AM！FM電子チューナーラジオ謂スピーカー．

P20W　　M財一トチエンジャー対職励
種類・シリンダー数 DOHC・V型6気筒

シリンダー内径X行程　　mm 93．Ox73．3　　　　　　　　　　　85．Ox73．3セドリックサウンドシステム　　　　　　　　　鯉，

ﾘセットー体AMルM零子チューナーラジオ．4スピーカー、

P20WじD！MDオートチ「ジ　討応翻附｝
総排気■　　　　　　　L 2．987　　　　　　　　　　　　　2．495

圧麗比 9．0 11．0
ETClノンストップ自動料愈支払いシステム1ユニット

iビルトインタイフ〉　　　　　　　　　　　　〔注鋤 最高出力　　kW（PS）〆rpm 206〔280）〆6000 177（240）！6400　　154〔210｝／6400
■シート・内腫 最大トルクN・m（k唇m）加m 387（39．5）ノ3600 3D9（31．5）〆3600　265〔27．0）！4400

専購シート
直心席パワーシート1スライド，リクライニング．

潟tターランバーサポート）
燃料供給装欄

ターボチャドジャー付

jッサンE61（ECCS｝
ニッサンDi

●フロントオーバーヘッドコンソー，レ

怎Aームレスト付2殿減センターコンソー」レ

@ボックス1カードホルダーコインケース僧〕

nコンソールポケット切ッフホルダ」付，

怎Cンストポケット健4）

怎Cンストアンダーポケット

運転罵オー棒ライビングポジションシート 使用燃料・タンク宕量　　　L 無鉛プレミアムガソリン・BO前
席 助手席パワーシート保ライドリクライ⊃グ｝

前世上下隅嵐　　　スト 本車周には「便用四恩1に記瓢されている儲容をご優用ください．指定以外の胤科をこ使用になると．不具舎が晃生する理れが

ｩりぽサ，尚．二足以外の闘程こ使用になったため「こ発生した不興合は理工保証の対鍮となりませんの　　「主意くださし㌔シートパックグ　　　ルト

置定式

前阯下調整式 ◆4後
席 匿席中央ヘッドレスト（上下調整式） 04

リヤセンターアームレスト〔加7刺レダー㎜＋醒ックス〕

リヤセンターアームレスト

後席電瀬ソクット〔DC12V） ◆2

●本車両に隊㎜プレミアムガソリンをこ使用　　　い。な謬雁鉛プレミアムガソリンが入手で査なし賜禽、無鮎レギュラーガソ

潟唐燻g用できますが，エンジン出力甑下辱の現象　発生しま肌

nこのカダログのエンジン出力表示はすべて「ネト個」です6●エンジン出力表示に1まネット側とグロス簡がおりま跳「グロス」ぱ

Gンジン堪体で　　したものであり、「ネット」とはエンジン讐騨頃に唐事し乱状暇と「訓ま両条件で濁目した葱ので翫同じエンジン

ﾅ測定した堀舎　　ント」は「グロス」よゆもガソリン目重陳で約15％程度低い瞳【目工盆■べ，となっていま貌

ｮ国訓単位系【S［昌エスアイ，によるエンジン出力・トルクの置配について〉

v■触位の国際憬準化に伴い，従来使用してい陀エンジン出力霊位「PS」は「kW〔キロワット｝」、エンジントルク単畝「kgm」は

uN・m（ニュートンメートル〕」のS聞位としま亙bなお、従騨位かうSI単位への換算個は次のと6Dで凱践箇は壁芯単位までと

v小数二二1位を四三五入します．　1P9昌0，7355kW、1k琶m＝98D565N・m
�m∈ODIエンジン9二二車は、艮一門門出ガス準（6LEVI認定〔平賎12年排出ガス煙艘殖25％砥滅レベル）

@た凹し、生込み躬鰍のため贋視配団化〔グリーン化，群細は遡用され菰Uん，

｡変速比・最終減速比

モケット地シート

■外観

●フードトッ7オーナメント 尋用フロントパンκ一

専用フロント引リル

專用サイドシルブロテウター

辱用リヤパンパー

スーパーファイン八一ドコート ◆1

■メカニズム
トランスミッション

　　　　エクストロイドCVT

i6速マ；ユアルモード付無段変遼機）
フルレンジ電子籾御4速オートマテック〔E・ATk】

●4晦睡立懸架サスペンション　　　　　　　　際用マフラー
Vロ30DET〔NEO）

エンジン
D・Dsレンジ時 マニュアルモード時寧

VO3σDDINEO　DI〕VQ25DD（NEO　Di）

ビスカスしSD（リ喬テソドス」ノ7デブ〕 変速比　　第1速 2857 2785
■タイヤ・ホイール

〃　　　第2囲 2005 1545
●スベアタイヤ‘露鳳電タイヤ）　　　　　　　　a25！45ZH17ラジアルタイヤ座

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　■用17インチアル篭ロードホイール 〃　　　第3速 1534 1000
2q5／65R1594Sラジアルタイヤ＆
P5インチフルホイールカパー

〃　　　第4速

2，857

@～

O，660

11フ7 0694

■姓
〃　　　窮5速 D90D

一

VDC（ビークルダィナ鳶クス〕ントロール） V自3GD 〃　　　　第6速 0660
一

田ロ｛電子闘凋剛働力配分システム】 〃　　　後退 1，957 2272
A日Slアンチロツクブレーキシスデム｝

ブレーキアシスト
最終減速比 3，692 4．083　　　　　　4、363

●醗席ロードリミッター付コリテンショナーシートベルト

怏U露テンシ9ンリデューサー日』付3輯シート州レト

怎`材ルドシート瞳醜摘付シートベルト臓腐左右2席｝

怏^転席シートベル団F溜罵町■倦灯

恃ｪイマグントストッブランプ

n腕席上下闘騒式シートベルトアンカー

怎Tイドドアピーム㎜ドア】

恁辮ﾈE1．R付3齢一トペルト1中史2点式）

怎tレンドリーア四τ」インテリア

超転露・助手席S日Sエアκッグシステム

運転席・助手席SRSサイドエアパッグシステム＋

RR臼カーテンエアバッグシステム
◆4 04

前席アクティブヘッドレスト ◆4 餌

掌マニュアル石一ド時の醐ポジションにおける代義的な変亜比です，

泣Gアロパーツ装晒のため　　や段屋の大ぎな場所や不盛地路響では蹄面ぢどと干渉する堀合が甜います。あ5かUめ廓知

ｨ壼ください、

恂{鳳両膝隔迅み登皿でオ　7ノク扱いとなoます，

｡ポーイカー　内艶は■クリω窩　　■オ　『ク扱い一イ　ー　オブシン
郵ELR付3点式シートベルト中央席♪ ◆4 図

■寒冷地仕様（メーカーオ7ション）の内容　　　　●ヒーター恒ドアミラー〔注5，●ワイ’【一デアイサー1注6）

●「メーか一オ7ション」はこ注文時に申し翌1ナます。メーカーの工場で藍黛するため．己注文後13お受けできませんのでこ了票ください．

◆］・◆a◆臥◆4はセツトでメーカーオフションとなり留「。

1注1｝寒冷地仕擦とセットとなります，

【注2｝CD／MOオートチェンジャー対㎜噺はティーラー才ブションのCDまたはMロオートチェンジ”一を装雪bた場合に作動します邑

1注3）TWナビゲーションシステム蓑膚皐のみ茜遇びい離］，ます。

（ま41ETCユニットをお遇びの矯含には装価ざれません。

（注5）ヒーター付ドアミラーは300AXに顧準藪髄とはりま凱

駐6｝ワイバーデアイサーとは黙阻でワイバーブレードとフロントガラスとの氷結を溶かす装暉です。

●エンヲン浬動セルフデフォッガー【キャンセ，レ槻繕付｝覆全翠に購爾。∩盛円の繰文宇は新璽内快函性能「インナーグリーン」の液備です．

■ボディカラー内艶は■クリュωで弘

ホワイトパール（3P）〈＃OX1・特別隆装色〉

』h一＼
ダイヤモンドシルパー（M）＜＃KYO＞

ダークブルー【P）＜＃BW5＞

蕩3Pは串コートバール，Mはメタリック、P眩バール囑哲。

■オーテック扱いディーラーオブション

日産自動車掘会社
丁104．8023　東京弼中央区銀座6丁目書7岳1号

www　nlssanCO　IP

お問い舎わせはセドリック取b扱い蔽亮会抵または下記フリーコール〔携幣PHSも対応1へどうぞ。

　　　　　　　　　　　　土曜日曝禰日のお國物相麟眩
　「お客様相談室」　　　　「日産インフォメーションセンター」

月～金‘⑭012か31卜232土日祝③012研83昏232
　ζ祝日花附（〕　900－12001300－1ア00　　　　　　　　900－1200㌻300－1600

　　夢〃紛　卿仁　　調略雛湘蹴租へお・いいにし好

・4しrE‘H峯懇鰯i購1三7
　　　　　　　　　　hUpゾノ…autech　OOIpノ

スピードおさえていい題転，　　　　　　●このカタログの内容は2001年12月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更ずることもあります。　A」・CAX－011231

シートベ1レトとチャイルドシートを忘れず［こ．　●ボディカラーおよび内装色は、印副インキや組影条件などから、異際の色と異なって見えることがあDます。　　　　　Y34111

一

一　●
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