
堂々と自分らしく。日産デイズ  ルークス「ライダー」誕生。

Photo：「ライダー」（2WD・インタークーラーターボ）。ボディカラーはホワイトパール（3P）〈＃SLN・特別塗装色〉。内装色はエボニー〈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。　※メーターなどの表示は機能説明のためのイメージ画像です。　※画面はハメ込み合成です。

● 専用フロントグリル
● 専用フロントバンパー（光輝モール付）
● 専用15インチアルミホイール&165/55R15タイヤ
● 専用エンブレム（Rider/AUTECH）
● 専用バックドアモール
● 専用LEDデイタイムランニングライト（オーテック扱いオプション）

S P E C I A L   E Q U I P M E N T 
E X T E R I O R

I NT E R I O R
● 専用センタークラスターフィニッシャー（シルバーメッシュ調）
● 専用シフトインジケーターフィニッシャー（シルバー）
● 専用ドアトリム地
● 専用シート地（ジャカード織物）

エコカー減税対象車
2009年4月より一定以上の「排気性能」と「燃費基準」を満たしたクルマを対象としたエコカー減税が始まりました。日産は環境に配慮したエ
コカー減税対象車「Nissan ECO」（ネコ）シリーズを数多く取り揃えており、日産デイズ ルークス「ライダー」もエコカー減税の対象＊です。
＊3B20エンジン搭載車は自動車取得税および重量税が全額免税となります。また3B20ターボエンジン搭載車は自動車取得税および重量税：
－50%の減税措置が適用されます。※詳しくはP31の「免税・減税措置の適用」をご覧ください。 4544



ホワイトパール（3P）〈＃SLN・特別塗装色〉

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
（ストライプ、「Rider」エンブレム付）

専用フロアカーペット
（消臭機能、「Rider」エンブレム付）

非装着時

ブラック（P）〈＃CAN〉 モカブラウン（P）〈＃CWN・特別塗装色〉クールシルバー（M）〈＃CLN〉

BODY COLORS / SEAT CLOTH

オーテック扱いオプションOPTION オーテック扱いディーラーオプションDEALER OPTION
魅力的なディーラーオプ
ションをラインナップして
います。詳しくはオーテック
カスタムカーオフィシャル
サイト内、「SVディーラー
オプションカタログ」
（http://www.autech.jp
/DOP/）をご覧ください。

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/

内装色：エボニー〈G〉
専用シート地：ジャカード織物

Life Care Vehicles
出かける喜びを、一人でも多くの方へ

ライフケアビークル

Photo：「ライダー」（2WD・インタークーラーターボ）。ボディカラーはホワイトパール（3P）〈＃SLN・特別塗装色〉。オプション装着車。　※日産デイズ「ライダー」は持込みによる届出でオーテック扱いとなります。 

これが Super MINI Rider、日産デイズ「ライダー」。

人がぶら下がれるほどの強度があるグリップを標準装備。
腰痛のある方、車いすをお使いの方などがしっかりとつかまって
運転席に安心して乗り込むことができます。

＊上記グレード以外にも特別架装にて承ることができる場合があります。詳しくはカーライフアドバイザーまでお問い合わせください。

運転席マイティグリップ
設定グレード：X（2WD）＊

運転席の右側頭上に装着されます。

LV.nissan.co.jp

●運転席マイティグリップは、部品単体での販売はしておりません。
　車両でのご注文のみ承りますので、あらかじめご了承ください。
●本車両は持込みによる届出でオーテック扱いとなります。

受付時間  9：00～17：00〔月～金（祝日を除く）〕
0120-116-527オーテック

コールセンター

●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。

LVは、全国の日産販売店で購入できます。LVを常設展示する「LV認定店」では、
専任のLVアドバイザリースタッフがご来店をお待ちしております。

詳しくはインターネットホームページをご覧ください。

助手席に電動で回転・昇降するシートを標準装備。
車いすをお使いの方でも
シートに腰をおろすだけで楽に乗り降りできます。

アンシャンテ

助手席スライドアップシート

エコカー減税対象車
2009年4月より一定以上の「排気性能」と「燃費基準」を満たしたクルマを対象としたエコカー減税が始まりました。
日産は環境に配慮したエコカー減税対象車「Nissan ECO」（ネコ）シリーズを数多く取り揃えており、
日産デイズ ルークスもエコカー減税の対象です。

※イラストはイメージです。

2014年  夏頃発売予定

●（3P）は3コートパール、（P）はパール、（M）はメタリックの略です。 　●印刷インキの性質上、実際の塗色と異なって見える場合があります。

4746

※上の写真はライダーに架装した例です。
当該車両とは異なります。

耐荷重

100kg

ライフケアビークル

日産自動車グループでは、生活のいろいろなシーンでお役に
立ちたいとの意味を込め、福祉車両を「ライフケアビークル」
LV（Life Care Vehicles）と呼んでいます。

車種 ライダー ライダー
ライダー

ライダー
ライダー

2WD 4WD

3B20 3B20 3B20（インター
クーラーターボ） 3B20 3B20（インター

クーラーターボ）

ベース車 ハイウェイスター
X

ハイウェイスター
X Gパッケージ

ハイウェイスター
ターボ

ハイウェイスター
X Gパッケージ

ハイウェイスター
ターボ

ベース車 車名型式 ニッサンDBA-B21A
運転タイプ エクストロニックCVT（無段変速機）

寸法
全長 3395mm 3395mm 3395mm 3395mm 3395mm
全幅 1475mm 1475mm 1475mm 1475mm 1475mm
全高 1775mm 1775mm 1775mm 1775mm 1775mm
室内寸法　長 2235mm 2235mm 2235mm 2235mm 2235mm
　  〃　　  幅 1320mm 1320mm 1320mm 1320mm 1320mm
　  〃　　  高 1400mm 1400mm 1400mm 1400mm 1400mm
ホイールベース 2430mm 2430mm 2430mm 2430mm 2430mm
トレッド　前/後 1300/1290mm 1300/1290mm 1300/1290mm 1300/1290mm 1300/1290mm
最低地上高 150mm 150mm 150mm 150mm 150mm

重量・定員
車両重量 950kg 950kg 950kg 1000kg 1000kg
乗車定員 4名 4名 4名 4名 4名
車両総重量 1170kg 1170kg 1170kg 1220kg 1220kg

性能
最小回転半径 4.7m 4.7m 4.7m 4.7m 4.7m

諸装置
駆動方式 前輪駆動 前輪駆動 前輪駆動 4輪駆動 4輪駆動
ステアリングギヤ形式 ラック&ピニオン式 ラック&ピニオン式 ラック&ピニオン式 ラック&ピニオン式 ラック&ピニオン式

サスペンション　前/後 ストラット式/
トルクアーム式3リンク

ストラット式/
トルクアーム式3リンク

ストラット式/
トルクアーム式3リンク

ストラット式/
トルクアーム式3リンク

ストラット式/
トルクアーム式3リンク

主ブレーキ　前 ディスク式 ディスク式 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

ベンチレーテッド
ディスク式

主ブレーキ　後 リーディング
トレーリング式

リーディング
トレーリング式

リーディング
トレーリング式

リーディング
トレーリング式

リーディング
トレーリング式

タイヤ　前・後 165/55R15 75V 165/55R15 75V 165/55R15 75V 165/55R15 75V 165/55R15 75V

■エンジン主要諸元、■変速比・最終減速比はベース車と同仕様です。なお、ベース車の諸元表はP42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」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。●「ライダー」は持込みによる届出でオーテック扱いとなります。届出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。

日産デイズ ルークス「ライダー」はベース車に対して下記の特別装備が追加され、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Ｐ40-41の「日産デイズ ルークス主要装備一覧」をご覧ください。

■日産デイズ ルークス「ライダー」主要装備一覧 ■日産デイズ ルークス「ライダー」主要諸元
「ライダー」特別装備

オーテック扱いオプション（ご注文時に申し受けます） ディーラーオプション

メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）標準装備

「平成17年基準排出ガス75%低減レベル」認定 全車

車種
ライダー ライダー

ライダー

2WD 2WD/4WD

 ｜グレード別装備 ベース車 ハイウェイスター
X

ハイウェイスター
X Gパッケージ

ハイウェイスター
ターボ

視界＊1 専用LEDデイタイムランニングライト

オーディオ/
ナビゲーション

日産オリジナルオーディオ
日産オリジナルナビゲーション
後席専用モニター （注1）
通信アダプタ （注2）
ETCユニット

シート/内装 専用シート地（ジャカード織物）
専用クラスターフィニッシャー（シルバーメッシュ調）
専用シフトインジケーターフィニッシャー（シルバー）
専用ドアトリム地

外装/
タイヤ・ホイール

リモコンオートスライドドア〈両側〉
専用フロントグリル
専用フロントバンパー（光輝モール付）＊2

専用バックドアモール
専用エンブレム（Rider/AUTECH）
専用15インチアルミホイール（15×4.5J）、インセット：46、
P.C.D：100（4穴）&165/55Ｒ15 75Vタイヤ

安全/メカニズム VDC（ビークルダイナミクスコントロール［TCS機能含む］）

寒冷地仕様 運転席ヒーター付シート、ヒーター付ドアミラー、
リヤヒーターダクト、PTC素子ヒーター、
寒冷地対応バッテリー（注3）、高濃度不凍液

2WD

4WD

●「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 「ライダー」はベース車に装着されている「フォグランプ」はレスとなります。
＊2 車体色クールシルバー（M）〈＃CLN〉を選択時は、シルバー塗装部位の色が、クールシルバー（M）となります。
（注1）日産オリジナルナビゲーション（一部機種を除く）装着車のみお選びいただけます。オーバーヘッドコンソールを取り外して装着するため、オーバーヘッドコ
ンソールは使用できなくなります。（注2）日産オリジナルナビゲーション装着車のみお選びいただけます。（注3）アイドリングストップ付車は標準装備となります。


