
そのインテリアは、ふたりの時間を上質なやすらぎで

満たすためにコーディネイトされました。

サンドベージュの本革シートと色調を合わせたドアトリム。

本革と木目調のコンビステアリング、

木目調のパネルやシフトノブ。そこは、トラディショナルな

美しさと本物だけが持つ心地よさが漂う空間です。

そして、落ち着いた佇まいを感じさせる

フロントグリルやフロントバンパー。

きらりと輝くフードトップモールとウエストメッキモール。

足元をひきしめるアルミホイールなど、

そのエクステリアにもプレミアムなクオリティを求めました。

本当の豊かさを知る大人のふたりに。

ラティオ「アクシス」

Photo: アクシス（MR18DE・2WD）。ボディカラーはホワイトパール（3P）〈#QX1・特別塗装色〉。内装色はサンドベージュ〈C〉。
インテリジェントキー+エンジンイモビライザー+インテリジェントキー連動運転席オートドライビングポジションシートはメーカーオプション。専用HDDナビゲーションシステム+専用スピーカーはオーテック扱いオプション。

大人のふたりを
特別な心地よさで包む。
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車種

グレード別装備

特別な心地よさを生むために、その個性を際立たせるために、

ラティオ「アクシス」は、プレミアムな専用装備とオプションをご用意しました。
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ダイヤモンドシルバー
（M）＜#KY0＞

ホワイトパール（3P）
＜#QX1＞（特別塗装色）

ウォームシルバー（TM）
＜#K32＞

サファイアブラック（P）
＜#B20＞

Body Color

1 2 3

4 5 6

メーカーオプション
希望小売価格
（消費税込み）

車種

諸元

■ラティオ「アクシス」主要装備一覧 ■ラティオ「アクシス」主要諸元

「アクシス」はベースとなる車種（15M、18G、15M FOUR)に対し、下記の仕様装備となっております。なおベースとなる車種
の仕様装備はP28-29の「ラティオ主要装備一覧」をご覧ください。

（※）熱線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置です。
（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）オーディオレスの場合、デジタル時計は装備されません。ただし、スピーカー、ハーネス、アンテナは装備されます。
（注3）カーウイングスナビゲーションシステム（DVD方式）を装着した場合、センタークラスターボックスは装備されません。カーウイングス無料サ
ービスにお申し込みいただくと、会員登録センターより通信ケーブルを1本のみ無償でお届けいたします。ハンズフリーフォンのみご利用いただく場
合の通信ケーブル（ディーラーオプション）は別売となります。通信ケーブルは、携帯電話の通信方式によって仕様が異なります。ワイヤレス接続の
Bluetooth®ハンズフリー機能はBluetooth®対応の携帯電話のみご利用いただけます。携帯電話によっては一部ご利用できない機種がありますの
で、詳しくはカーウイングスホームページ（www.nissan-carwings.com）の「適合携帯電話一覧」でご確認いただくか、カーライフアドバイザーにお
問い合わせ下さい。
（注4）DVDビデオ/オーディオは再生できません。
（注5）「カーウイングスナビゲーションシステム（DVD方式）」と「専用HDDナビゲーションシステム」、「専用サウンドシステム」、「オーディオレス」の同
時装着はできません。
（注6）CDオートチェンジャー対応機能はディーラーオプションのCDオートチェンジャーを装着した場合に作動します。また、CDはディスクの種類
によっては再生できない場合があります。e・4WD車はCDオートチェンジャーをお選びいただけません。
（注7）WMAはバージョンによっては再生できない場合があります。
（注8）CDはディスクの種類によっては再生できない場合があります。
●BluetoothおよびBluetoothロゴは、米国Bluetooth SIG, Incの登録商標です。
●カーウイングス/CARWINGSは日産自動車株式会社の登録商標です。
●iPodは米国およびその他の国で登録されているApple Computer, Inc.の商標です。

◆1、◆2、◆3はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。*1不可視光線です。*2別売のiPodとiPodアダプターが必要となります。

●「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。
●「アクシス」は表記以外のメーカーオプションは設定がございませんのでご了承ください。

■「アクシス」セットメーカーオプション一覧表

◆1 カーウイングスナビゲーションシステム（DVD方式）、サイドブラインドモニター、バックビューモニター、
ステアリングスイッチ

◆2 インテリジェントキー、エンジンイモビライザー
◆3 インテリジェントキー、エンジンイモビライザー、インテリジェントキー連動運転席オートドライ

ビングポジションシート

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。

●ベース車　車名型式
●車種番号
●運転タイプ
エクストロニックCVT（無段変速機）
フルレンジ電子制御4速オートマチック［E－ATx］

●車種記号

●寸法
全長　
全幅
全高
室内寸法　長×幅×高
ホイールベース
トレッド 前／後
最低地上高
●重量・定員
車両重量
乗員定員
車両総重量
●性能
最小回転半径
●諸装置
駆動方式
ステアリングギア形式
サスペンション
主ブレーキ
タイヤ

2WD e・4WD

ニッサンDBA-SC11
CT1

BDUARGZ C11
EDAT8BAZ

BDSARHZ C11
EDAT8BAZ

BDUNRGA C11
EDAT8BAZ

● ●
●— —

—

ニッサンDBA-SJC11
CT2

ニッサンDBA-SNC11
CT3

HR15DE MR18DE HR15DE

4440
1695

2035×1390×1240
2600

1480/1485

パワーアシスト付ラック&ピニオン式
独立懸架ストラット式／トーションビーム式
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

185/65R15 88S

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

kg
名

kg

m

1535

160

前輪駆動 電動4WD

1540

165

1130

1405

1220

1495

1160
5

1435

5.2

■エンジン主要諸元、■変速比・最終減速比はベースとなる車種（2WD HR15DE車：15M、
2WDMR18DE車：18G、e・4WDHR15DE車：15M FOUR）と同仕様です。なおベースと
なる車種の諸元はP30の「エンジン主要諸元」、「変速比・最終減速比」をご覧ください。
※「アクシス」は専用エクステリアパーツ装着のため、縁石や段差の大きな場所や不整地路等
では路面などと干渉する場合がございます。あらかじめご承知おきください。
●「アクシス」は持込み登録で、オーテック扱いとなります。

メーカー希望小売価格

2WD HR15DE

1,942,500円（消費税抜き価格 1,850,000円）

2WD MR18DE

2,142,000円（消費税抜き価格 2,040,000円）

e・4WD HR15DE

2,131,500円（消費税抜き価格 2,030,000円）

＊2006年4月1日よりリサイクル料金が改定されます。2006年3月31日までに預託さ
れる場合は、リサイクル料金11,410円が、また2006年4月1日以降に預託される場合、
リサイクル料金11,510円が別途必要となります。●価格にはスペアタイヤ、標準工具が
含まれます。 ●特別塗装色は31,500円（消費税込み）高となります。 ●寒冷地仕様は
24,150円（消費税込み）高となります。 ●保険料、税金、登録に伴う費用等は別途申し
受けます。●価格はメーカー希望小売価格です。価格は販売会社が独自に決めておりま
すので、それぞれの販売会社にお問い合わせください。 ●持込み登録のためグリーン税
制は適用されません。

http://www.autech.jp/

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客様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 

からお客様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。 

57,750円HR15DE車

MR18DE車 89,250円

285,600円全車

設定車種 希望小売価格
（消費税込み）

■視界
バイキセノンヘッドランプ（ハイ/ロービーム、プロジェクタータイプ、オートレベ
ライザー付）+アクティブAFS(アダプティブ・フロントライティング・システム)
バンパー組込みハロゲンフォグランプ（ホワイト）
トップシェード付UVカットグリーンガラス<フロント>
プライバシーガラス（UVカット断熱機能付）<リヤドア、リヤ>
サイドブラインドモニター（カラー、赤外線LED*1、左側車幅/前端表示機能付）
バックビューモニター（カラー、車幅/距離/予想進路線表示機能付）
■運転席まわり
専用本革巻・木目調コンビ3本スポークステアリング
ステアリングスイッチ（オーディオ、ハンズフリーフォン）
インテリジェントキー（運転席・助手席・トランク感知、作動確認機能付）
エンジンイモビライザー
専用木目調パネル
専用木目調フィニッシャー（シフトノブ、パワーウィンドウスイッチ）
専用インストモール
■オーディオ／ナビゲーション

6スピーカー
オーディオレス
カーウイングスナビゲーションシステム（DVD方式）（7インチワイド液晶モニター、TV、ハンズフリー
フォン、VICS〔FM多重〕、ボイスコマンド、Bluetooth®、車両情報表示機能付）

MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ（6スピーカー、CDオートチェンジャー対応機能、MP3/WMA
再生機能付、サウンドフォーカス、デジタル時計（ON/OFF切り替えタイプ）組込み）

専用HDDナビゲーションシステム（7インチワイド液晶モニター、TV、タッチパネル、VICS〔FM多重〕、
30GB HDD、 iPod®コントロール機能付*2、MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ）

専用スピーカー（フロントドア部2個・リヤドア部2個）
専用サウンドシステム（2DINタイプ：MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ、
MP3/WMA再生機能付、iPod®コントロール機能付*2、200W）

専用スピーカー（フロントドア部2個・リヤドア部2個）
■シート／内装
インテリジェントキー連動運転席オートドライビングポジションシート
（シートポジションメモリー機能、乗降時後退機能）
専用本革シート
専用ドアトリム地
専用フロアカーペット
■外装／タイヤ・ホイール
専用フロントグリル&フードトップモール
専用フロントバンパー（光輝モール付）
ウエストメッキモール
専用カラードサイドシルプロテクター
専用リヤカラードバンパー
専用ネーミングエンブレム
専用15インチアルミホイール（15×5.5JJ）、オフセット：40、P.C.D：100（4穴）
■寒冷地仕様
リヤヒーターダクト、ヒーター付ドアミラー、大型バッテリー、ワイパーデアイサー（※）

（注1）

（注2）

（注3）（注4）（注5）

（注6）（注7）

（注5）（注8）

（注5）（（注7）（注8）

ベース車標準
ベース車標準

◆1
◆1

◆1
◆3
◆3

ベース車標準

◆1

◆3

ベース車標準

94,500円

31,500円
◆1
◆1

◆1
◆2 ◆3
◆2 ◆3

-12,600円

◆1

283,500円

57,750円

◆3

24,150円

◆1
◆1

◆1
◆2
◆2

◆1

◆1
◆1

◆1
◆2
◆2

◆1

セットメーカーオプション装備

前／後
前／後
前・後

2WD

HR15DE MR18DE HR15DE

4WD

アクシス

標準装備　　　　 メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

アクシス特別装備　 オーテック扱いオプション（ご注文時に申し受けます）

（M）はメタリック、（3P）は3コートパール、（TM）はチタンメタリック、（P）はパールの略です。
内装色は、サンドベージュ＜C＞となります。

I N T E R I O R

E X T E R I O R
●専用フロントグリル&フードトップモール　●専用フロントバンパー（光輝モール付） ●バンパー組込みハロゲンフォグランプ（ホワイト）（MR18DE車はベース車に標準）
●トップシェード付UVカットグリーンガラス〈フロント〉（MR18DE車はベース車に標準） ●ウエストメッキモール（MR18DE車はベース車に標準）
●専用カラードサイドシルプロテクター ●専用リヤカラードバンパー ●専用ネーミングエンブレム ●専用15インチアルミホイール　

●専用本革シート ●専用ドアトリム地　●専用本革巻・木目調コンビ3本スポークステアリング　●専用木目調パネル　
●専用木目調フィニッシャー（シフトノブ、パワーウインドウスイッチ） ●専用インストモール
●専用フロアカーペット ●6スピーカー（MR18DE車はベース車に標準）

専用15インチアルミホイールのセンターキャップにAUTECHロゴをデザイン。1 専用リヤカラードバンパーのボディとの一体感が高級感を醸し出します。2

専用ネーミングエンブレム3 専用本革巻・木目調コンビ3本スポークステアリング4

専用木目調パネルと専用インストモール5 専用本革シート6

●専用HDDナビゲーションシステム
（7インチワイド液晶モニター、TV、タッチ
パネル、VICS〔FM多重〕、30GB HDD、
iPod®コントロール、MD・CD一体AM/FM
電子チューナーラジオ）

+専用スピーカー

●専用サウンドシステム
（2DINタイプ：MD・CD一体AM/FM電子
チューナーラジオ、MP3/WMA再生機能
付、iPod®コントロール、200W）
+専用スピーカー

●専用スピーカー配置図
オーテック扱いオプションの「専用HDDナビゲーションシステム」または
「専用サウンドシステム」を装着した場合、イラスト内赤色部分のスピー

カーが専用スピーカーとなります。
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