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■キタキツネ主要装備一覧
［＝コ標準装備　匝オーテック扱いオプション（ご注文時に．申し受けます）

［＝コキタキツネ専用装備［＝コメーカーオブション〔ご注文時に申し受けます）

全車標準装備
　　　　　　　　　　　　　　　　　車　種

普@備
　専用フロント

Iーバーライダー付車

　専用フロント

Iーバーライダー無車

フロノトフグラン
フロントバンパー組込みハロゲンプォグランプ ◆1

UVカット断熱グリーンガラス（フロントドア）

●最適配光CS‘Rノ、ロゲンヘッドランプ

怎tロント一段脱けつ式ワイパー

怎鰍竓ﾔけつ式ワィバー

恃M綜リヤウインドウ

怎tロントガラス．（UVカット機能付）

恪L角ドアミラー

プライバシーガラス（UVカット断熱機能付）

iスライドドア、リヤサイド、バ・フクドア）

．動格納式リモコンカラードドアミラー

チタンクリア刑ドアミラー

一　まわり

ファインビジョンデジタルメーター（燃料計拡

蝠¥示、オイル交　時　表示　旨付）
グリーン色

集 ドアロック（バッ．クドア連動）

磁．式ガラスハッチオーブナー

●パワーステアリング●チルトステアリング

恊?温・電圧インジケーター●燃粁残量警告灯

恃ｼドア警告灯（各ドア表示）

怎CルミネーションコントF1一ル

怎Lー抜き忘れ・ヘッドランプ消し忘れ警報

怎fジタル時計（注1）．

怎pワーウインドウ（耐水タイプ凝転席はワンタフ

@チ、キーオフ後作動、．挟み込み防止機構付）

怎tユーエルフイラーリウドオーブナー

マルチリモートエントリーシステム（作動確認．

@旨f・）（．ドアロック、ガラスハ“チ〉

4本スポークステアリングホイール

充用仕ヰ〔ステアリングホイール．シフトノブ）

バニテミラー
コインホルダー●カードホルダー・ 席バニティミラー

●リヤヒーターダクト オゾンセーフフルオートデュアルエアコン

iフロントフ．ルオートエアコン十リヤクーラー）

クリーンフィルター

オーデオ
●ガラスアンテナ 専屠CO・カセ7トー体創WF図　子チェーナーラジオ｛ダークスケルトンタイ

ﾄ刎．曜9←芳｛9ぴオ→敷ガ←⊃降　　　1匪2［㈱

6スピーカー

ナビゲーションシステム（CD－ROM方式）
k匡8インチワイド液晶モニター、バードビュー’十音声ガイド、τVアンテ

i、カセフトー体AM炉M電子チューナーラジオ、120W、．CDオートチェ

塔Wャーコントロール銭能付〕　　　　〔注2〕〔注3）〔注4｝〔注5）

◆2 ◆2

　席テレビ＆ビデオ　子8インチワイド　納型噂．

ｻモニター、ワイヤレスリモコン、ルーフ取付型ダイ

o・一．シテアンテナ蟻　　　　チューナー

E‘@　　》　F　　＝．　｝　．

C7　r　　一　　　．．　II

：．一一 @≡　』－、1

C、　　　這

メーターまわり
．専用木目謂

オーデ才まわり
フィニッシャ

．パワーウインドスイ・・チまわ1．

フロント2個（インストセンター）

●キー連動室内照明システム●マップつンプ

怎宴Qッジルームランプ●アッパーグローブポ

@ックス●グロ「ブポックス●ドアアームレス

@ト（フロントドア）●インストアンダートレイ

怎Cンストロア示ックス●インストセンターボッ

@クス（注4）●大型ドアポケット（フロントド

@ア）●ローブフック（4個）●ラゲッジアンダ

@ーボックス●ラゲッジサイドボックス

カップ

zルダー
セカンド2個（シートアンダー

サード2個（ラゲッジサイド）

運転席シートバック買い物フック　　（注6）

9コンセント．AClOOV・100W
ラ管ッηフロアカーペ・・．

ラゲッジユーティリテフ・・ク（2個

シート　’

シート地●セカンドシートロングスライド

怎Vートリクライニング

恟繪ｺ調整式ヘッドレスト

ドアトリム

運転席アームレスト

運転席シートリフター
フロント

運転席サイドポケット

手席シートバックポケット

セカンド シートサイドア．一ムレスト

サード シートク・ションワンタッチ跳ね上げ

タイヤ・ホイール

フロントオーバーライダー

ボデサ ドストライ

●バックドアガラスハッ．チ

怎oックドアグリツブ

恷ﾔ．ﾌ色陣ハンドル
怎Xペアタイヤ（応急用タイヤ）

．～~ングステ・・カー

スライドドァオートクロージャー

リレーフレール

1．85！65R1588Sラ．ジアルタイヤ 2WD．

195165R1591Sラジアルタイヤ 4WD．
15インチァルミロードホイール（5．5JJ）（注7） 1

15インチブルホイールカバー

メカニズム

運転席・助手席SRSエアバッグシステム
運転席・手席SRSサイドエアバッグシステム ◆3 3

運転席・助手席アクティブヘッドレスト ◆3 ◆3
ABS（アンチロックブレーキシステム）

●運転席テンションリデューサニE」R付3点式シー．ト

@ベルト〔≠リテンショナ」＆ロードリミッター付）

恟侮關ﾈELR付3点式シートベルト〔ブリテンショナ

@一＆自一ドリミッター付〕●セカンド・サードELR付3．

@点式シートベルト（セカンド中央席は2点式）

怎`ャイルトンート固定機構付シートベルト（セカンド

@左右含席〕●LED式ハイヤウントストッブランプ

恆O席上下綱整式シートベルトアンカー

フレーキアシスト

EBD（ 子制御制動力配分システム） 2WD．
パックビューモニター陣幅／距薩表示機能働　（注4） ◆2 ◆2
ISOFIX対応チャイルドシート屠アンカー｛セカンド左右篇〕（注8）

●運転席シ」トベルト非着用時警告灯 フロントスタビライザー

の

谷量スターター 2WD
大容量バッテリー．寒冷地

d様 ワイパーデアイサー　　　（注9
動格　式カラードドアミラー（ピー・ター付）

しEV 出ガス 2WD．
※後席テレビ＆ビデオ端子．のルーフ取付型ダイバーシティアンテナは、車両後部のルーフ（左右両側｝に雨蓋されます。

◆ユ1◆21◆3はいずれもセット装蒼となります。〔注1｝ナビゲーションシステム＆バックビューモニターをお選びの場合、デジタル時計はオーディオ表示蓄とモニター内に表示されます。

．（注2｝ナビゲーションシステム＆バックビューモニターをお選びの矯合、標準装備の連用CD・カセットー体AMIFM電子チューナーラジオではなくカセフトー体AWFM電子チューナーラジ

オ（ナビゲーション装二二用｝が装着されます。（注3）CDオートチェンジャーコントロ」ル機能は、CDオートチェンジャー（ディーラーオプション）を装着しないと作動しません。（注4）ナビゲ

ーションシステム＆バックビューモニターをお選びの場合、インストセンタrボ7クスは装蒲されません。〔注5）ナビユニット内にあるCDドライブで、音楽用CDの再生が行えます。ただしその

場合、ナビゲーションシステムの同時使用はできません。〔注6）SRSサイドエアバッグシステムをお選びの場合、運転席シートパック買い掬フフクは装着されません。（注7）専用フロントオ

ーバーライダー付車はアルミロードホイールの単独装蒼となります。〔注8）使用可能なISOFIX対応チャイルドセーフティシートはリバティ用に認可を受けたもののみです。なお、従来のシ

ートベルトで固定するチャイルドセーフティシートも使用可鯵ですが、ISOHX対応チャイルドシート用アンカー億使用できません試注9〕ワイパーデアイサーとは熱線でワイパーブレードとフ

ロントガラスとの氷鑛を溶かす装置です。

●「二一カーオプンヨン」及び「オーテック扱いオブ沁ン」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場，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。

口衷内の緑文字は新窒内快適性能「インナーグリーン」の装備です。

●専用フロアカーペット
（オーテック扱いディーラーオブショ．ン）

■主要諸元 【】内数値ば専用フロントオーバーライダー無車

2WD 4WD　　　　　　　　　　　　　　　　車　種

煤@元 SR20DE〔LEV〕 SR20DE

●ベース車車名型式 ニッサンGF－PM12 ニッサンGF－PNM12

●車種記号 TBYA臼DV　M12ED7丁Gc（G）Az TBY髄RDB　M12ED7丁GG（G）AZ

●運転タイプ

ハイパーCVT ● 一
フルレンジ葭子制御4速オートマチック〔E・AT〕

『
●

●寸　法

全長×全幅×全高　　　　　　　　rnm 4655【4545】×1695×1630※＜ルーフレール装着車は1690＞

室内寸法　長×幅×高　　　　　　mm 2620×1470×1200

ホイールベース　　　　　　　　　mm 2690

トレッド　前／後　　　　　　　　　　mm 1470／1．470

最低地上高　　　　　　　　　　mm 160

●重量・定員

車両重量　　　　　　　　　　　　k． 1520【1．510】　　　　　　　　　　1620【1610】

乗車定員　　　　　　　　　　　名 7

車両総重量　　　　　　　　　　　k 1905【1895】　　　　　　　　　2005【1995】

●性　能

最小回転半径　　　　　　　　　　m　　　　　5，3　　　　　　　　5．5
●諸装置

駆動方式 前輪駆動　　　　　　　4輪駆動
ステアリ．ングギや形式 ハワーアシスト付ラック＆ビニオン式

サスペンション　前ノ後 独立懸架ストラット蜘マルチリノク（．ウィッシュボーン）式

主ブレーキ前群． ベンチレーテノドディスク．式！リーディングトレーリ．ング式

タイヤ　前・後 185／65R1588S．　　　　　　195165R1591S

●専用フロン．トオーバーライダー無車の車種記号は、車種記号お桁目の「C」が（G＞となります。

※後席テレビ＆ビデオ端子（オーテック扱いオプション）．をお選びの場合、アンテナが装着されるナめ全高が

1650mmとなります。ただしルーフレール装．着車の全高は1690mmで変わりません。

■エ．ンジン主要諸元 〔〕は2WD

型式 SR20DE〔LEV〕

種類・シリンダー数 水冷直列4気筒DOHC
シリンダー　内径X行程　　　　　　　mm 86．0×86．O

総排気量　　　　　　　　　　　　　L 1，998

圧縮比 10．0

最高出力　　　　　　　　kW（PSlr　m 103（1．40）／5600

最大トルク　　　　　　　　　N‘m（k．m｝1r．m 186（19．0）！4800

燃料供給装置 ニッサンEGI（ECGS）電子制御燃料噴射装置

使用燃料・タンク容量　　　　　　　　　L 無鉛レギュラ．一ガソリン60

〈国際単位系（Sl冨エスアイ）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）」、エンジントルク単

位「kgm」．は「N・m（ニュートンメートル）」．のS1単位とします。．なお、「PS」およひ「kgm」からS」．単位への換算値は次

のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点耳1位を四捨五入します．1Ps＝o．7355kW　lkgm＝9．80665N・m

■変速比・最終減速比

ハイパーCVT
　フルレンジ電子制御

S速オートマチック〔E－AT〕

SR20DE．〔L．EV〕 S．R20DE

変速比　　　　　　　　　　　　第1速 2，785

第2速 1，545

第3速

2，326

@～

O，434

1，000

第4速 0694

後退 1，586 ．2，272

最終減速比 5，473 4，425

●このカタログのエンジン出力表示はすへて「ネット値」です。●エンジン出．力表示には才ット値とグロス値が．

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。同じエンジンで測定した場．含．、「ネット」は「グロス」よりもガノリン自動車で約

15％程度低い値（自工会調べ）となっています。●運転席・助手席SRSサイドエアバッグ装着車は、車両重．

量が10kg増加します。●ナビゲーションシステム、ルーフレール、．寒冷．地．仕様の．いずれか1つまたは2っを装着．

した場合は10．汲〟A3つを装蒼した場合は20k9車両重量が増加します。

顔本車両は持ち込み登録でオーテック扱いとなります．

■ボデ叶カラー

　　　　　　　　　　　　」

二ディタラニアングリーン（M）／

プラチナシルバー（M）．＜＃3W2＞

（特別塗装色）

●内装色はすべてダスク（K）。

ホワイトパール（3P）

〈＃QT1＞

（特別塗．装色）

（：M）はメタ1）ック（3P＞は3コートパールの略です。

1．6　．　　　　　」

プラチナシルバー（M）．

＜＃KLO＞

お問い合わぜはりパティ取り扱い販売会社または下記フリーダイヤルへどうぞ。

　　　　　　　　　　　　PhOto：キタキツネ　專用フロントオーバーライダー無車（2WD）。

ボディカラーはメディタラこアングリーン（M）　プラチナノルバー（M）．＜＃3W2＞（特別塗装色）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルーフレールはメーカーオプション。

日産自動車林式会社
〒104－8023　東．京都中央区銀座6丁目17番1号

スピードおさえて、いい運転。
シートベルトとチャイルトノートを忘れずに。

お客様相談室

月～金画0120－315－232
（祝日を除く）9＝00～12：0013＝00～17＝00

日産インフォメーションセンター

土・日画画0120－838－232
9＝OO四12＝0013＝00～16＝OO

夢ノが「穿…宣旨吻．仁

∠4U■■巨‘H

お問．い含わせ・ご帽啖は下記へお願いいたします．

株式会社オーテックジャパン

〒253－8571神奈川県茅ケ瞬市萩回824－2
1闇1　（．0467）87－8　0　0　1
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