
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロライダーアルフア皿萄別矧　　團7イダ欄別上議　照照備
■エルグラント「ライダーアルファE」主要装備一覧　ロメ功〃乃ノ1」押申硬け副［＝＝コオ”塑財7月ノ［川平㎜翻

◆1は471450円◆21ま338100円◆3は618450円のセノト開口〔お罠税込み）と肋ます
●「メーカーオ7ノヨノ」「オーテノク扱いオブンヨノ」の価格は消費蹴お価横となります

●「メーカーオフショノ」「オーテノク搬いオブノヨノ」の爾格はメーカー希望小口葦辺てす価椙は腹売会社が独

　副」決めておDますのてモれぞれの販肥会社［蔚3問い命わせくた建い

●「メーカーオプノヨノ」「オーアノク級いオブノヨノ」1よこ注文時1L申し愛けますメーカーの工場宏たばオーデ

　，クで記載する起めこ荘文後はお挫けできませんのでこ了承ください

◆1◆2◆3ぱそれぞれセノトでメーカーオフノヨノとなりまサ

（皮1）インテワノェノト午一は」モート」ノトロールエノU一ノスデム付てすなおVQ35DE車はベース車購
爾となります〔注2〕隅一ウイノグスナヒゲーノヨノノス7ムぐDVD方式｝1」痩続する馬鞭電話は一部利用で巻はい

儀種びあ口ますaμのCDMA方式携帯躍話でカーウイノグスをこ肩用いtたく［』は別売の通信ケーブ，レ〔ヲィーラ

ーオフノヨノ｝への交淑が腰となりまサなろ馬腹ケーブル筍交換した朋金auのCDMA万式U外の騰帯電話は

こ使用しなれません嚇しく「ま力→イノグス†一ムへ一ノ（WWWn5聞匹r…門日5comlの「迎合携帝電話一

覧」でご確認い往L〈乃カーライフアトバイザー忙お問い含わせくたさい（差3均忙hサラウノトカーノアターノ

ス7ムと問陪魏の聰曾田後席奮声独ユ搬能「ま使用でぎません1注弔51αhサラウノトカーノアターノステム

と悶時藪厨の場命5忙bサラウノトカーノアターノステム「」DVDオーディオ＆ビデオプレーヤーが藍漕ざれるた

めナヒゲーノヨノユニノトの「DVDビデオ再生椴能」は便用てき腫せん〔註5）カーウイノグスナビゲーノヨノ

〔DVD方陣｝＆ノイノモ＿ダーシステム装癒亟83よぴカーウイノグスナビゲーノヨノノステム（DVD方式〕装酒瑚は

グローブfノクス内fケノト（左側〕は使用てきなくなりまずC注6）DVDヒチオの再生が可能てすたたしディスク

の種類1」よって「ま胃生て壱はい賜台があります　また　DVDオーディオノDVD　R’DVDやR’D＞D
RWDVD÷RWDV口RDロDVD＋RD口DVD　RAMは再生で逢ません〔注7》GDオートチ∬ノヤー対応隈膨
はティーう一匹プノヨノのCDオートチェノノヤーを装濟しt場台1」咋動しますく注8｝51αhサラウノトカーノア

ターノステムを朔の塘含ノートアノダートレイ〔助手席）「‡レスとなります　住叫5麺hサラウノトヵーノァタ

ーノステム臓層の場舎叩険証入ればレスとなります（生101DVDビデオ1DVDオーディオ辱の再生b呵薗てす

たたしティスクの榎顎「」よっτは再生て壱ない場各かあります　また　DVD　R’DVD＋R’DVD
RW’DVD＋良W’DVD　RDL／DVD＋R　DLディスクはディスクや記習駄服1」よっては再生できなし凋合があります

DVDRDt／DVD＋RDLは　己籔繊Lよってはレイヤー（1層’2層｝の切D蘭λ時L映煙や薔声が逮切れる場含が

あbまずDVD　RAMIま再生できません　〔注11，CDIまディスクの種類Lよっては再生でぎない場古力あDます
（注12）サノルーフ無し車のリモコノ［しもサノルーフの撮柞スイノチカ褒備されています牲1の助手席謂1Lはノ

ール＆シャノキか縣瀟されています（主14｝セカノトヘノチシートバノケーノを装漸の唱合セカノトマルチセ

ノターノートはレスとなります｛茂t5）楓凋軍の」ヤス†イラーの上部L躾慧サるクイブてす本オフノヨノを33澗

び「」ならない場合は棚翠車と同一の」ヤス†イラーが擦輩装嘱となりまサ1注161ワイパーラ7イサーとは熱題

τワイκ一フレートとフロノトカラスとの水精を召bす装丁です（注171ブイダーアルファ∬は棚準装備となります

●カーウイノグスICARWINGSは日産目動箪橡式会社の萱鯉商標てす●本輌ぱ表記L4外のメーカーオフツヨ

ノの殺定びございませんのてこ了承くたさい

牽浅瓢橿え込み型昏臓へ一スメーカー等の践罎をこ優用の方は輌力りの電寂1」よO隆療闘1」影響を及ぼす

恐れ力南り誕詳しくは断註社1しお閥い合わせくにさい

口翌円の繰文アは璽跨快西性能「イノナーグ」一ノ」の皆隅τ璽

■エルブランド「ライダーアルファ且」主要諸元

ブイダーアルフアロ　　　　　　　　　　　　　紺

ｵ元

2WO　　　　　　　　　　　4WD

vq35DE　　　vQ25DE　　　VQ35DE　　　vQ25DE
●へ一ス題軍名型式 ＿ノサノC日AE5、＿刀ン鋤旺51一ノウノ鰍NE51＿カノC駆嗣巨51

●連転タイプ マニュアルモート付フルレノノ電子制函5運オートマチノク〔5M酊鑑〕

●酊逓醒己同

k1はセカノト》テノートバノケーノ

ﾘ薫車

　　　　　　　ELGARFKE51　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E」GNRFKE51日」AR駅E51　ED訓A8Z　　　　　　　　　　　　　　EUNRFKE51　EZ8」1A麗印8」1蝦醗灘憂1〕ロ8槻〔匡LGNR剛E51　EZ訓日8Z〕

●ゴ》査

蛆同鋼昭凹く曹駄劉一，濯イ　訟繍m 娼80x1795川900＜1980＞
覇露国艮嘱嘔1κンリノルフ悶岡）mm 2920x1665x1325口310｝

†イールヘース　　　　　　　mm 2950

トレノト　前／後　　　　　　mm 153511540

贔低地上縄　　　　　　　　　叩m 135

●重■　足貝

車両匝罵　　　　　　　　　㎏　　　　　　2020　　　　　　　　　　2罰40

乗即廼岡　　　　　　　　　　名　　　　　　　　　　　　　　8

四点認匿堅　　　　　　　　　k　　　　　　　2450　　　　　　　　　　　　2580

●性能

愚小回転半弓　　　　　　　　　　m　　　　　　　　　　　　　　　　5ワ

●腋装置

駆勤万式 径輪駆勧　　　　　4玉肌慨子馴脚トルクスフ〃ト4Wm

ス7アリノグギや形式 パワーアノスト付うノク＆ビニオノ式

サスヘノノヨノ　肛／後 独立懸製ストラノト式　独立縣マルチリノク式

主ブレーキ　画／畿 ヘノチレー7ノトディスウ式／ヘノテレーテノトディスク式

タイヤ　前後 215’60R17　95H

●「ブイダーアルフア皿」は椅込み聾罎のため課税対象厘劉彦蟹細」計る実測藺わ喋用富れます鼓録の際1L車
両の状鵯1オプノ宜ノ昌昌再〕により三二が罪慰る場舎か＝こざしぼす

●カーウイノグスナビケーノヨノ（DVD万式⊃＆ノイノt二夕一ノステム＋51chサラウノトカーノアターノステム

のオプノヨノをお遇σの場舎軍醜■［330kg増加し二一ウイノクスナヒゲーノヨノにDVD方式｝＆ノイノモ；ター

シス7ムカーウイノグスナビゲーノヨノノステムIDVD方式1電動カーテノ」モコノオートスライトトア1運転席醐）

のオ7ショノをお選びの場台車両蹴墨はそれぞれ10kg壇加し誤す

Oノイノサノルーフ鞍価皿の墾内高は1310mmとなD車両皿量は30k臼壊狐します

●可用穴型ルーフス†イフー〔オーテノク扱いオプノヨノ）を藏鯉し陀場含全高は1960mmとな瞭す

■エンジン主婆諸元　■変速比最終減速比

やヘース車〔ライダー＄｝と同仕板ですエルグ5ノトライターカタログおよび工山グうノトカタログも範わせてこ覧

　くたさい

＊「ライダーアルファ瑚「よエアロパーノ装厨のため禄石や段理口大きな場所や不整言路吟では路面などと干渉す

る旭禽力ありますめらかし二二寵く龍さしし

●三二F辱拘込み彊録て町一テノク払いと宴つ幽幽

BODY　COLOR

フフスチノクハイザー〔グラテーノヨノタイプ）　　ライダーアルファ匪日用ラゲノノカーヘノト

1も貞はライダーバrザー酔仕櫛よ剛士様となOます）

日産自動車株式会社
〒↑04ao23　策尿石中央区盤座6丁目τ7正議号

www　autech　jP1

お問い合わせ［まお近くの阪売会社

または下記フリーコール〔擁帯PHSも対応）へとうそi

　オ＿テンク　④0120棚116－527
コールセノター　＞＞受付時聞900～1800
　　　　　　　〔月一盆｛祝事を潔く）】

株式会社

　丁253－B571

オーテックジャパン

神票川県茅ケ崎市萩園824－2

お問い含わせ〔椙設内割」つき奪してはあ寄さ誘対冗や品凹向上のために配置し石用さぜていたたいておりますまた販売会社等bbこ虚箸させていたたくこと力図切と判断した内容は
必要暮範團て夙羽を間〒し当課晒売会社等わbあ書さ薔1」こ哩腿をとうせてい1こたく囎台Bございますのてあコむしめご了承くたさいなお邑社及ひ株式会煙オーアノクノヤパノ「しおける

嘘人情報の取〕扱い1」閲する￥細は上記「オーテノクノヤバノホームへ一ノ」「L喝載してあOまオ

スビートおざえていい運輻　　　　　　■このカタログの内容は2006年8月現在のものて仕様なbび【し装備は予告なく変更することもあります　　AjEし10δO卵1
ノートヘルトとチャイルトノートを忘れず1」　●飛デイカラーおよび内装色は印刷イノキや掘影条件尽とかb実際の色と異な⊃て見えることがあp聴す　　　　　C4日5V

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●本紀夕ログ［」掲載されている写真の一門は触目写真となります
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†イールヘース　　　　　　　mm 2950

トレノト　前／後　　　　　　mm 153511540

贔低地上縄　　　　　　　　　叩m 135

●重■　足貝

車両匝罵　　　　　　　　　㎏　　　　　　2020　　　　　　　　　　2罰40

乗即廼岡　　　　　　　　　　名　　　　　　　　　　　　　　8

四点認匿堅　　　　　　　　　k　　　　　　　2450　　　　　　　　　　　　2580

●性能

愚小回転半弓　　　　　　　　　　m　　　　　　　　　　　　　　　　5ワ

●腋装置

駆勤万式 径輪駆勧　　　　　4玉肌慨子馴脚トルクスフ〃ト4Wm

ス7アリノグギや形式 パワーアノスト付うノク＆ビニオノ式

サスヘノノヨノ　肛／後 独立懸製ストラノト式　独立縣マルチリノク式

主ブレーキ　画／畿 ヘノチレー7ノトディスウ式／ヘノテレーテノトディスク式

タイヤ　前後 215’60R17　95H

●「ブイダーアルフア皿」は椅込み聾罎のため課税対象厘劉彦蟹細」計る実測藺わ喋用富れます鼓録の際1L車
両の状鵯1オプノ宜ノ昌昌再〕により三二が罪慰る場舎か＝こざしぼす

●カーウイノグスナビケーノヨノ（DVD万式⊃＆ノイノt二夕一ノステム＋51chサラウノトカーノアターノステム

のオプノヨノをお遇σの場舎軍醜■［330kg増加し二一ウイノクスナヒゲーノヨノにDVD方式｝＆ノイノモ；ター

シス7ムカーウイノグスナビゲーノヨノノステムIDVD方式1電動カーテノ」モコノオートスライトトア1運転席醐）

のオ7ショノをお選びの場台車両蹴墨はそれぞれ10kg壇加し誤す

Oノイノサノルーフ鞍価皿の墾内高は1310mmとなD車両皿量は30k臼壊狐します

●可用穴型ルーフス†イフー〔オーテノク扱いオプノヨノ）を藏鯉し陀場含全高は1960mmとな瞭す

■エンジン主婆諸元　■変速比最終減速比

やヘース車〔ライダー＄｝と同仕板ですエルグ5ノトライターカタログおよび工山グうノトカタログも範わせてこ覧

　くたさい

＊「ライダーアルファ瑚「よエアロパーノ装厨のため禄石や段理口大きな場所や不整言路吟では路面などと干渉す

る旭禽力ありますめらかし二二寵く龍さしし

●三二F辱拘込み彊録て町一テノク払いと宴つ幽幽

BODY　COLOR

フフスチノクハイザー〔グラテーノヨノタイプ）　　ライダーアルファ匪日用ラゲノノカーヘノト

1も貞はライダーバrザー酔仕櫛よ剛士様となOます）

日産自動車株式会社
〒↑04ao23　策尿石中央区盤座6丁目τ7正議号

www　autech　jP1

お問い合わせ［まお近くの阪売会社

または下記フリーコール〔擁帯PHSも対応）へとうそi

　オ＿テンク　④0120棚116－527
コールセノター　＞＞受付時聞900～1800
　　　　　　　〔月一盆｛祝事を潔く）】

株式会社

　丁253－B571

オーテックジャパン

神票川県茅ケ崎市萩園824－2

お問い含わせ〔椙設内割」つき奪してはあ寄さ誘対冗や品凹向上のために配置し石用さぜていたたいておりますまた販売会社等bbこ虚箸させていたたくこと力図切と判断した内容は
必要暮範團て夙羽を間〒し当課晒売会社等わbあ書さ薔1」こ哩腿をとうせてい1こたく囎台Bございますのてあコむしめご了承くたさいなお邑社及ひ株式会煙オーアノクノヤパノ「しおける

嘘人情報の取〕扱い1」閲する￥細は上記「オーテノクノヤバノホームへ一ノ」「L喝載してあOまオ

スビートおざえていい運輻　　　　　　■このカタログの内容は2006年8月現在のものて仕様なbび【し装備は予告なく変更することもあります　　AjEし10δO卵1
ノートヘルトとチャイルトノートを忘れず1」　●飛デイカラーおよび内装色は印刷イノキや掘影条件尽とかb実際の色と異な⊃て見えることがあp聴す　　　　　C4日5V

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●本紀夕ログ［」掲載されている写真の一門は触目写真となります
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