
センスが、個性が、魅了する。ライダー
クールさと迫力を両立したメッキパーツの輝き。

専用エクステリアに集まる熱い視線。

あなただけの個性、キューブ「ライダー」、登場。

Photo：ライダー（2WD）。ボディカラーはブリリアントホワイトパール（3P）〈#QAB・特別塗装色〉。内装色はグラファイト〈G〉。
専用LEDデイタイムランニングライトはオーテック扱いディーラーオプション。日産オリジナルナビゲーションはディーラーオプション。※画面はハメ込み合成です。

●専用ルーフスポイラー（オーテック扱いオプション）
●専用フロントグリル
●専用フロントバンパー&専用バンパーグリル
●専用サイドシルプロテクター  ●専用リヤバンパー  
●専用エンブレム（Rider/AUTECH）

EXTERIOR
●専用16インチ光輝アルミホイール&195/55R16 87Vタイヤ
●専用スポーツマフラー〈HKS製〉&専用バンパーフィ二ッシャー
　（オーテック扱いオプション・2WD車のみ）

MECHANISM & OTHERS
●専用シート地（格子柄ニット）
●専用フィニッシャー〈シルバー色〉〔エアコン吹き出し口（センター×2＋左右）〕
●本革巻3本スポークステアリング（オフブラック）
●メッキインナードアハンドル
●インテリジェントエアコンシステム（ワンタッチクリーンスイッチ付）
●4スピーカー

INTERIOR
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●専用タイヤ
　〈ダンロップ製  LE MANS LM703〉
　(195/55R16 87V)
●専用アルミペダル
　（アクセルペダル、ブレーキペダル）
●専用車速感応式電動パワーステアリング
●専用チューンドサスペンション（ローダウン）
●専用スポーツマフラー〈HKS製〉&
　専用バンパーフィニッシャー

走り出しから感じる、高い剛性感と、
気持ちの良いハンドリングがスポーツマインドを刺激する。
ライダー パフォーマンススペック

黒が、際立つ。
特別なライダー「ブラックライン」。

■ メカニズム
高められたボディ剛性にベストマッチの専用
タイヤ、専用チューンドサスペンションを採用。

Photo：ライダー パフォーマンススペック（2WD）。ボディカラーはブリリアントホワイトパール（3P）〈#QAB・特別塗装色〉。専用ルーフスポイラーはオーテック扱いオプション。

Photo：ライダー ブラックライン（2WD）。ボディカラーはサファイアブラック（P）〈#B20〉。専用LEDデイタイムランニングライトはオーテック扱いディーラーオプション。

●トンネルステー追加

●フロントサスペンション
　メンバーステー剛性向上

■ ボディチューン
効果的なボディ&サスペンションチューンで
剛性感を高め、走行安定性を向上。

●YAMAHA製
　パフォーマンスダンパー（リヤ）

Black Line

ライダー ブラックライン特別装備
（ライダーに以下の装備をプラス）
●専用ダーククロムフロントグリル
●専用ダーククロムバンパーグリル
●専用ダークエンブレム（Rider/AUTECH）
●専用ルーフスポイラー
●バイキセノンヘッドランプ
　（ハイ／ロービーム、オートレベライザー付）
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BODY COLORS

ブリリアントホワイトパール（3P）
〈#QAB・特別塗装色〉

ブリリアントシルバー（M）〈#K23〉
（ライダー／ライダーパフォーマンススペックのみ）

サファイアブラック（P）〈#B20〉

●（3P）は3コートパール、（M）はメタリック、（P）はパールの略です。●内装色はグラファイト〈G〉となります。

DEALER OPTION〈オーテック扱いディーラーオプション〉

専用LEDデイタイムランニングライト 専用プラスチックバイザー 専用フロアカーペット（消臭機能付）

43

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために
記録し活用させていただいております。また、販売会社等からご返答させてい
ただくことが適切と判断した内容は、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社
等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめ
ご了承ください。なお、株式会社オーテックジャパンにおける個人情報の取り扱
いに関する詳細は、右記「オーテックジャパンホームページ」に掲載しております。

お問い合わせはお近くの販売会社、
または下記フリーコール（携帯・PHSも対応）へどうぞ。

＞＞受付時間  9：0 0～1 7：0 0〔月～金（祝日を除く）〕
0120-116-527オーテック

コールセンター
www.autech. jp/

キューブ「ライダー」シリーズはベース車に対して下記の装備が追加され、またメーカーオプションも表記の設定のみとなります。
ベース車の仕様装備につきましてはP32-P33のキューブ「主要装備一覧」をご覧ください。

 ■視界
バイキセノンヘッドランプ（ハイ/ロービーム、オートレベライザー付）
■運転席まわり
本革巻3本スポークステアリング（オフブラック）
専用フィニッシャー〈シルバー色〉
〔エアコン吹き出し口（センター×2＋左右）〕
専用車速感応式電動パワーステアリング
専用アルミペダル（アクセルペダル、ブレーキペダル）
■空調/オーディオ
 プラズマクラスター搭載フルオートエアコン
インテリジェント （肌保湿効果＊1、除菌＊2機能付）
エアコンシステム 排出ガス検知式内外気自動切換え機構
（ワンタッチクリーンスイッチ付） 高性能フィルター
 （花粉・におい・アレルゲン対応タイプ）
オーディオレス （注）
■シート/内装
専用シート地（格子柄ニット）
メッキインナードアハンドル
■外観/タイヤ&ホイール
専用フロントグリル
専用ダーククロムフロントグリル
専用フロントバンパー
専用バンパーグリル
専用ダーククロムバンパーグリル
専用サイドシルプロテクター
専用リヤバンパー

専用エンブレム Rider/AUTECH
 PERFORMANCE SPEC
専用ダークエンブレム Rider/AUTECH
専用16インチ光輝アルミホイール（16×6J）、
インセット：42、P.C.D：100（4穴）
専用タイヤ〈ダンロップ製 LE MANS LM703〉（195/55R16 87V）
195/55R16 87Vタイヤ
専用スポーツマフラー〈HKS製〉&専用バンパーフィニッシャー
専用ルーフスポイラー
■メカニズム

パフォーマンス ボディチューン（フロントサスペンションメンバーステー剛性向上、

スペック トンネルステー追加、YAMAHA製パフォーマンスダンパー（リヤ））
 専用チューンドサスペンション（ローダウン）
■寒冷地仕様
リヤヒーターダクト
ヒーター付ドアミラー

■キューブ「ライダー」シリーズ主要装備一覧
 「ライダー」シリーズ特別装備　  「ライダー ブラックライン」特別装備　  標準装備
 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）

 車種

グレード別装備

2WD 4WD（モーターアシスト方式）

HR15DE
15Xベース車 15X FOUR

ライダー
パフォーマンス
スペック

ライダー
ブラックラインライダー

ライダー
ブラックラインライダー

●「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。メーカーの工場またはオーテックで装着するため、ご注文後はお受
けできませんのでご了承ください。
＊1 効果には個人差や作動条件による差があります。株式会社総合医科学研究所にて試験、イオン濃度25,000個/cm3、被験者のこめかみの肌水
分量を測定。＊2 浮遊菌：約10畳の実験空間での38分後の効果。試験結果は実空間での同様の結果を保証するものではありません。
（注）オーディオ/ナビゲーションシステム非装着時のカバーは装着されません。ハーネス、アンテナは装着されます。

表内の緑文字は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。インナーグリーンの詳細はP25をご覧ください。
●本商品にはシャープ株式会社のプラズマクラスター技術を搭載しています。プラズマクラスターマークおよびプラズマクラスター、Plasmacluster
はシャープ株式会社の商標です。

4スピーカー 4スピーカー 4スピーカー 4スピーカー 4スピーカー

■ キューブ「ライダー」シリーズ主要諸元

■エンジン主要諸元　■変速比・最終減速比
ベース車と同仕様です。P34の「エンジン主要諸元」「変速比・最終減速比」をご覧ください。
●「ライダー」シリーズはオーテック扱いとなります。また、「ライダー パフォーマンススペック」と、「ライダー」「ライダー ブラックライン」の「専用スポーツ
マフラー〈HKS製〉&専用バンパーフィニッシャー」装着車は持込み登録となり、登録時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元（設計値）と異
なる場合があります。

車種

諸元

2WD 4WD（モーターアシスト方式）
HR15DE

●車名型式（〈　〉はベース車 車名型式） ニッサンDBA-Z12 〈ニッサンDBA-Z12〉 ニッサンDBA-NZ12
●運転タイプ
　エクストロニックCVT（無段変速機） ● ● ● ● ●
●寸法
　全長 mm 4010
　全幅 mm 1695
　全高 mm 1650〔1660〕 1660 1640〔1650〕 1660〔1670〕 1670
　室内寸法 長 mm 1950
　　  〃 幅 mm 1395
　　  〃 高 mm 1275
　ホイールベース mm 2530
　トレッド　前/後 mm 1475/1480
　最低地上高 mm 160 150 160
●重量・定員
　車両重量 kg 1210 1220 1280
　乗車定員 名 5.0
　車両総重量 kg 1485 1495 1555
●性能
　最小回転半径 m 5.0
燃　料
消費率  （国土交通省審査値）km/L 19.0 － 15.6

　主要燃費向上対策 電動パワーステアリング、可変バルブタイミング、発電電圧可変制御、
自動無段変速機（CVT）、アイドリングストップ装置

電動パワーステアリング、可変バルブタイミング、
発電電圧可変制御、自動無段変速機（CVT）

●諸装置
　駆動方式 前輪駆動 電動4WD
　ステアリングギヤ形式 ラック&ピニオン式
　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 195/55R16 87V

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異な
ります。●本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は、「JC08モード」です。
※「ライダー」シリーズは専用エアロパーツ装着のため、縁石や段差の大きな場所や不整地路等では路面などと干渉する場合があります。あらかじめご承
知おきください。 注：〔　〕内は専用ルーフスポイラー装着車。

ライダー
パフォーマンス
スペック

ライダー
ブラックラインライダー

ライダー
ブラックラインライダー
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