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「トラビス」新発売
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■キューブキューピック「トラビス」主要装備一覧

　　　　　　　　　　　　　［＝＝コトラビス特別装備　［＝＝］標準装備

一メーカーオプション〔ご注文蒔に申し更けま動　　［＝＝＝＝］オーテック鍛いオプション〔ご注文時症申し受けます）

トラビス

全車標準装備

　　　　　　　　　　　　　　　　　鞭

Oレード別装備

2WD
E－ATx　　　　エクストロニッタCVT・田

圃視界

喜用ヘツドラシブOインナーパネル光輝仕樹

専用フロントフォグランプ

量適配光マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ

●リや聞．けつ式ワイパー

恃M線リヤウインドウ（タイマー付）

怩tVカットグリーンガラス〈フロント〉

怩tVカット断熱グリーンガラス＜フロントドア．

@リヤドア．リヤサイド．バックドア〉

恂h眩式ルームミラー●広角ドアミラー

D●電動格納式リモコンカラードドアミラー

キセノンヘットラノブ〔ヘヅドランブマ＝ユアルレベライザー付〕

バッテリーセーパー

フロント車速感知無段聞けつ式ワイパー

プライバシーカラス田Vカントを畷切くりヤドア、リヤサイド，パフクドア〉

■運転席まわり

導爾本革讐3本ズポ」クステアリノグ・． @一　．1

A丁・GVTシフトポジションインジケーター

車速感応型電動パワーステアリング

チルトステアリング

集中ドアロック（バックドア連動）

リモートコントロールエントリーシステム（バックドア蓮臨灘機能吋）

●抗囲仕様（ステアリング．シフトノブ）

怎fジタル時座付液晶オド・ツイントリップメーター

怫o●ヘヲドランブ顕し上れ＆キー按査忘れ鵯

恊?温警告灯●学ドア暫告灯（フロント・リヤ」1くックドア）．

怎Cンストアンダートレイ●インスM噛ボケノト

怎Nラスターネット●クラスターダブルフック

怏ﾁ即し〔フ叫㈲●聴1べ夢幻騨一⑳

怎Eκ伊嚇螂脇仁テ寸ミ臥翻鵬指ミラー1

恟ﾆ明付灰皿＆電源．ソケット（DC12V）

｡フロント＆リヤブルハンドルポケット

｡フロントドア大型ポケット（逓転篤・助手席）

怎tットレズト●フ0ントドアキッキングブレ「ト

恆H醐一伽キ剛一澗●万｛畠フ融劣一

イ万リ近ントキー〔礪・解劇〔ック阿騨，鰻胤捌）（注1）

キー連勤皇内照明システム

マップランプ＆ルームランプ

パワーウインドウ（耐水タイプ、運転席：ワンタッチ、

Lーオフ後作動、挟み込み防止機構付）

大容量グローブボックス

1DlNオーディオボックス（2個）　　　（注2）

■空鋼／オーディオ

オゾンセーフマニュアルエアコン●クリーンフィルター

寃求[プアンテナ（運転席側） リヤヒーターダクト

オーディオレス　　　　　　　　　（注2）
6スビー功一〔フロントツイーターX2＋フロントスビーカーズ2＋リヤスピーカーx2｝

ト7a肋ドシ寿ム｛1嚇〃蜘・一ユー
J．て50w．雛か．要り万士力孤細．．（浅2）

露シート／内装

専用シート地（カブロ．ン9碗ジャ｝ジコノビ）

専用ドアトリム地

専用インサイドドア八ンドルエスカッション

専用クラスターパネル

日用インス．ト光闘モール

大型フロントシートアーム．レスト（収納ボックス付）

大型セカンドシートァrムレスト（カップホルダー2個付）

運転席シートりフ二一（ラチェット式）

●リヤドア買い物ブック

怎宴Qッジサイドフック＆買い物フック（2個）

q運転席側・助手席側〉

D●ヲゲッジサイドフウク（湘）〈運転席口・助手席側〉

怎宴Qンジフ．自アフック（2個）

怎Vートバックポケット（運転席・助手席）

怎oックドアポケット

怎tロント＆セカンド＆サードシートヘッドレスト

怎Zノタースリウト．●センタ」コンソールボックス

怎Zカンドシートスライド（6；4分割スライド〕

怎Zカンド可倒式シ「ト（3鈷溺，．リクライ＝ング1ダブル

@フォr∬レディン凱メモリー吋ウォークイン搬幡付｝．●サード可倒式シート．（床下格納）

怎Aシストグリヅフ．（3個）．●ラゲッジアンダLボックス．●ラゲッジラシプ〔ON・OFFスイッチ付）

助手席マルチボックス〔カード＆ヘンホルダー付）＆助手席インストトレイ

リヤドア大型キッキングプレート

リヤドアポケット（ペットボトルホルダーf寸＝．2個）．

セカンドシートアンダートレイ（3個）

セカンドシート足元アンダーボックス〔2個）

サードシートサイドポケット〔運転席側）

サードシートアームレズト〔アームレストポケット付）

サードシートヘッドレスト収納

圃外装／タイヤ・ホイール

専用ウロントグリル●カラードドアハンドル

@（フロント，．リヤ、パックドア〉 ．丁丁フロントパン’←・

．專用オーバーフェンダー

専用サイドシルブロデクター

専用りやアンダープロテクター

：蔦葛ネ」ミングエンブレム

辱用15インチアルミロ≒ドホイール

．ユフ5’80R1581　Hラジアルタイヤ

スペアタイヤ（応急用タイヤ）　　　　（漆3）

■安全／メカニズム

運転席・助手席アクティブヘッドレスト

運転席・助手席SRSエアバッグシステム

●フロントシート上下頁整式シ」トベルトアンカ「

怎tロント・セカシドシート｛左右）E1㈱点義シートベルト

怎Tイドドアビーム●チャイルドセーフティドアロンク

恆J転席シートベルト非着用時警告灯　　　　　　　　　　　一

SRSカーテンエアバッグシステム ◆ ◆

運転席・助手席SRSサイドエァバッグシスデム ◆ ◆

●フレーキペ弼蹟　　　　　　　叡働ド ABS（アンチロックブレーキシステム）

EBD（躍子制御制動力配分システム）

ブレーキアシスト

運転席2ステージロードリミッター付ダブルフリテンショナーシートベルト

●ステアリングコラムコラプス

恂b手席ロードリミッター→曹ブリテンショナーシートベルト

怎tレンドリーアッパーインテリア

怎tロントベンチレーテヅドディスクブレーキ

怎tロント＆リヤスタヒ5イザー

怎?ーロホーン●八イマウントストノプランプ

サードシートELR付3点式シートベルト

チャイルドシート固足搬擾付シートベルト（セカンドシート左右2席）

1SO日X筋升イ腓シート駆ンカー〔励ンドシート茄囎（注4）

■寒冷地仕様

寒冷地仕様（大型バッテリー，高始属性スターター丑一夕一、

qーター付ドアミラヨ〈タイマー村〉、ワイバーデアイサー直上）

■キューブキューピック「トラビス」主要諸元 〈　〉はエクストロニッタCV丁一M6

トラビス　　　　　　　　　　　　　　　　　　車種

伯ｳ
2WD

CR14DE
●ベース車旧名形式

フルレンジ電子制御4速オートマチック［E－A丁x］ UA－BGZ11
エクストローックCV下M6（6速マニュアルモード付無段変速機） CBA－BGZ11

●運転タイプ［車種番号／車種記号］

車種番号＝ZT9
フルレンジ電子制御4速オートマチック．［E－A丁x］

TDLARGB　ZI　l　ED7T6EAZ
車種番号：ZT10エクストロニッタCVT－M6

i6速マニュアルモード付無段変速機） TDLARGUZI　l　ED7T6GAZ
●寸法

全長x全幅×全筒　　　　　　　　　　　mm 3945×1680×1645
室内寸法長×幅x高　　　　　　　　mm 2360x1340×12．65
ホイールベース　　　　　　　　　　　mm 2600

トレッド前！後　　　　　　　　　　mm 146011445

最低地上高　　　　　　　　　　　　mm 140

●璽量・定員

車両重三　　　　　　　　　　　　　k 1170〈1180＞

乗車定員濠　　　　　　　　　　　　名 7

車両総重壷　　　　　　　　　　　　k． 1555〈1565＞

●性能

蚤小回転半径　　　　　　　　　　　　m　　　　　　　　　4、7

●諸装置

駆動方式 前輪駆動

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

サスペンション　　　　　　　　　前／後 独立懸架ストラット式／トーションビーム式

主ブレーキ　　　　　　　　　　　前／後 ベンチレーテッドディスク式／リーディングトレーリング式

タイヤ　　　　　　　　　　　　　前・後 175／60R1581H
※フロントシート中央は座席ではありません。走行中は所定の座席にお座りください。

■エンジン主要諸元

型式 CR14DE
種類・シリンダー数 DOHC水冷直列4気箇

シリンダー　内径x行程　　　　　　　mm 73，0x82，8

総排気量　　　　　　　　　　　　　　L 1，386

圧縮比 9．8

最高出力　　　　　　　kW（PS）！rpm 72（98）15600

最大トルク　　　　　　　N・叩（kgm）1rpm 137（14．0）！3200

燃料供給装置 ニッサンEGI（ECCS）

使用燃料・タンク容量．　　　　　　　　　L 無鉛レギュラーガソリン・41

本単両には「使用燃科」に記載されている燃料をご使用ください．日足以外の燃料をご使用1一なると、不具合が発生する恐れ

があDます．尚、捲定以外の燃輯をご使用になったために発生した不異倉は無償保証の対象となりませんので、こ注意ください。

◆SRSカーテンエアバッグシステムと運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステムはセットでメーカーオプションとなり濠す。

（注1）インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。（注2）工場出荷時は1DINカバー＆1DINオーデ

ィオボックスX2と阿ります。トラビス専用サウンドシステムを装着した場合はd．DINオーディオボックスX2となります。（注3）スペアタイ

ヤはラゲッジフロア下（スペアパン）に収納されます。（注4）使用可能なISO　FIX対応チャイルドシートはキューブキューピック用に認可を

愛けたもののみです。数お従來のシートベルトで固定するタイプのチャイルドセーフティシートも使用可能ですが、1SO日X対応チャイルド

シート用アンカーは使用でぎません。．

山繭隷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塵です。　＊「カブロン殉はアキレス株式会社の登録商標です。

●「メーカーオプション」「オーテック扱いオプンヨン」は己注文時に申し受けます，メーカーの工場、オーテックで装藩する1ヒめ、己注文後

はお受けでぎませんのでこ了承ください。●本車両は表記以外のメーカーオプションの設定がこざいませんのでこ了承ください。

q豪内の繰文字は室内快遭性能「インナーグリーン」の狼備です．

●このカタログのエンジン出力衰示はすべて「ネット値」です。

●エンジン出力衷示にはネッ．卜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」

とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同Pエンジンで測定した場合、「ネット」は

「グロス」よ．りもガソリン自立車で約15％程度低い値（自工会調べ）となっています。

〈国際単位系（SI＝エスアイ）によるエンジン出力・トルクの表記について〉

計量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）」、エンソントルク単

位「kgm」は「N・m（ニュートンメートル）」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおり

です。数値は蟹数単位家でとし、小数点第1位を四捨五入します。1PS＝O．7355kW　l　kgm＝9．80665N・m

●「平成17年基準排出ガス509b低減レベル（U－LEV）」認定〔エクストロニッタCVT－M6車〕

ただし、捲込み蛭鎌のためグリーン税制は適用されません。

●「平成12年基準排出ガス75脇抵減レベル」認定〔E－ATx車）

■変速比・最終減速比
エクストロニッタCVT制6〔6速マニュアルモード付無段変連幡｝

トラ．ンスミッション　　　．
　フルレンジ電子制御
S速オートマチック［E－ATx］ Dレンジ時 マニュアルモード時＊

変速比　　　　　　第1速 2β61 2，561

第2速 1，562 t695

第3速 1，000

2，561

@～

O，427

1，172

第4速 O，697 0．，950

第5速 一
O，77．0

第6速 一
0，59．2

後退 2β10 2，689

最終減速比 4，072 5，473

＊マニュアルモード時の各変速ポジションにおける代衰的な変速比です。●トラビスは専用エクステリアパーツ装

着のため、縁石や段差の大きい場所や不整地路等では路面などと干渉する場合がこざいます。．あらかじめご承知

おきください。●本車両は持込み登録でオーテック扱いとな0目す．

■ボデイカラー

，
．

著青色は全てグラファイト＜K＞。

ホワイトパール（3P）　アイボリーホワイトダイヤモンドシルバー（M）スーパーブラック

〈＃QX1・特別塗装色〉〈＃KJ7＞　　　　　＜＃KYO＞　　　　　＜＃KH3＞

　　　　　　　　　　

工アブルー（PM）

〈＃T11＞

．（3P）は3コートパール、（M）はメタリック、（．PM）はパールメタリックの窮です。

■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 ●プラスチックバイザー（グラデーションタイプ）

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。

●このカタログの内容は2004年12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D堕す。

●ボディカラーおよび内．山色は、印刷インキや撮影条件などから、案際の色と異なって見えることがあDます。

●本カタログに掲載されている写真の一部【ま合成写真となります。
ノ曙U7E⊂＝H

お間い合わせ・ご相談．は下記へお願いいたします巨

株．式会社オーテックジャパン
〒253－8571紳楽川県茅ヶ崎市萩園824－2

電話　（0467）87－8001
http．〃www．autech．cojp／SV〆

AJ－CU6－0412N6

　　　　C49GU
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