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与える、ベージュ色の専用メーター。

床屋調の専用フィニッシャー。

ンユ色のシート地は、上質で肌触りの良いトリコット生地。

．れたインサイドドアハンドル。

専用15インチアルミロードホイール。
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自分もクルマもキレイになれる、リラックスした香りの空間。
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植物に含まれる芳香成分には心身へ働きかける効果があることから、

古来より宗教的な儀式や、民間療法などで用いられてきました。

使用するアロマオイルは複数の植物の芳香成分をブレンドしたもので、

含まれる成分や割合によって香りや効能が異なります。

88ara℃ma’はオーストラリア：エアアロマ社の論断撫す。

●アロマテラビースターターキット

ディフユーザー、アロマオイル（ベルガモットオレンジつ、パッド（1枚）

のセットです。アロマオイルは単品でもお買い求めいただけます。

※スターターキットのアロマオイルは「ベルガモットオレンジ」のみとなります。

●交換用パッドセット（5枚セット）
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●アロマオイル

1．ベルガモットオレンジ

「ベルガモットオレンジ」とは、イタリア原産のミカン科の

植物のこと。南欧の柑橘系の甘い香りは気分を明るくし、

車内を幸福感で包みます。

2．ホライゾン

都会的で清涼感にあふれた香りは、心身ともに

リフレッシュできる透明感のある空間を創り出します。

3，スプリングタイム

ちょっと懐かしさを感じる鮮やかな香りが、

色とりどりの花が咲く高原のお花畑を連想させます。

4，ピーチアプリコット

ピーチのみずみずしさが溢れる甘く可愛らしい香りが、

車内に明るい印象を与えます。

●専用ブランケット

　シート柄と同じデザインのブランケット。

　清潔感あふれる抗菌防臭加工付です。

　※運転中は使用しないでください。

●専用フロアカーペット（消臭機能付）

　専用デザインのフロアカーペットが

　車内を足元からコーディネートします。
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●専用ラゲッジカーペット（消臭機能付）

　専用フロアカーペットと同じデザインで

　ラゲッジルームをおしゃれに演出します。
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■．2WD⇔4WD切替えスイッチ

雪道や滑りやすい路面では4WD、雪が

降らない季節や乾いた路面の時には

2WDに固定できるため、優れた低燃．費

を実現します。

2WD　　4WD
選択時　　選択時

i財ンロードでの使用を前提とし．た4WDであるため、一般的な使用

楽件（．道路、キヤンブ場など車両築り入れ可能区域）を超えた場所など

でのこ使．用はおやめくだざい。
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■マーチ「ボレロ」主要装備一覧

　　　　匪垂亘1ボレロ特別装備　［＝＝＝］標準装備

〔＝コメーカーオブション（こ注文時に申し受けます）

車種． 2Wb　e・4WD

全車麟蟻備 5トア

蒙 備 CR12DE　CR14DE

口規界

．髄配罪翅峰り7レクター’旧ゲシヘッドラカ 光琿タイプ ．光輝タイプ

オートライトシステム ◆1 ◆1：

　　　　　　　　　　　　　ゴ怩tVカヅトグリ直ンガラス〈ツロント〉

恂ﾙ鰍リヤウインドウ（タイマ「付）

恂h眩式ルームミラー

D■広角ドアミラー

P

キセノンヘッドランプ

iヘッドランプマニュアルレベライザー付）（注1）

光報タイフ

@◆2

．光輝タイプ

@◆量

ヘッドランプマーカー

二尊用ラ自ジFラ搦ジブー一．．．『　『一

UVカット断熱グり一ンガラス〈フロントを除く全面〉

プライバシーガラス（UV力7ト甑熟搬競付×リヤドア．バックドア〉

躍動格纏式リモコンカ．ラードドアミラー

バッテリーセーバー

フロント車速感知無段聞けつ式ワイパー

．リや間けっ式ワイパー
｝　．．．．　　．

凹逼転席まわり

．竸ジブ1．　　”．．．　一ニクステアリノグ　唱
．「

国用フィニッシや一GD困ブッシュ三野フン擢ックス、

Iーディオまわり、エアコン吹き出し回まわり、シフト

xース．インサイドドア八ンドルエスカツション｝

運用メータ鳥・　一　」＿一　　・

液贔オド・ツイン．トリップメーター

ATンフトポジシ§ンイノジケーター

車速感応型電動パワースデアリング＆チルトステアリング

「6晒仕様1励ノグ．シフトノ：乳パ」輸一キ卍ノκ一［

恟W申ドア．ロック（バックドア馬匹）

怎pワーウイン．ドウ（三胎：崩水タイプ．逼転席：

@ワンタッチ、キーオフ後作艶，挟み込み摩羅付）

怎wッドランプ消し忘れ＆キー抜き忘れ讐穣．

D●半ドア馳駅灯【フロント・リヤ・パックドア）

恊?温警告灯●フットレスト

｡電源ソケット．（DC12V）

怎tユーエルフィラーリッドオー7ナー

ﾌインストアンダ「水ケット

D●インストアッノ．←トレイ●インストアンダートレイ．

寃prキングブレ←キアンダートレイ

D●パーキングブレーキサイドボケヅト

｡コインホルダー●フロントド＝P大塑ポケット

｡楕納就カリフホルダ」（ツロント2鰯、リヤ2個，

D．怎Lー逼助竃内照明システム

怎汲Vムランプくマッフラン；娘能付〕

Cンヲリジ”トキー

u6師翼燈油κツクドア㎜・制瞬騨♪（琴勿

電磁式バックトアオーブナー

オーバーヘッドコンソール（運転席サンバイザー裏）

大容量グローブボックス

大容量グローブ甲ノクス内A4サイズトレイ ◆1◆2 ◆寸◆2：

サンバイザー｛遠転席：ヂケノトホルダ」、

Jードホルダー、バニティミラー付〉

1DINブソシュオーブンボノクス　　　　　（注3）
1

■窒調／オーディオ

．●クリーンフィルター

怎求[プアンテナ※

．．． 「 プラズマクラスターイオン膚マニュアルエアコン

k除薗機能付）．串．

．．．．

一一一‘　薗_．闇夢牙磁醗．．

1　．

オーディオレス　　　　　　　　（注3）（注4＞

ロシート／内装

●助手席可賦アシズト捌夢ゴ 一　「 嬉用臨地」II野．．．吐二 、，，蔓∫町．
一 一’ p

．●後席可副耳アシストグリップ 運転席シートリフター（ラチェット式）

●リヤヘッドレス．ト（差込式｝ リや可倒式シート（6：4分捌ヅ ．一

ｬノ．@　　「　．

●リヤ1（一セルシェルフ ／．助手席シートアンダ」トレイ

1　　　　　　　　　　　　　一 r 黶D 黶ﾟ

■外装／タイヤ・ホイール

カラードドアハンドル P

．専用フロントグリル＆フードトッたル

．専用フロントバンパー

縣用メッキターンランプブイニヅシヤー＆

tォグランプフィニッシャー

專用フロントターンランプ

「oスペアタイヤ（応急用タイヤ）．．一一．一．一

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

導用メッキオーバーライダ」（リヤ）

導用メッキザイドガードモール

専用リヤコンビうンブ（クリブタイブ》

奪用ネーミングエンプレム

罵用15インチアルミロードホイ雨ル

；」7倒6ΩR15．．81”タイヤ

嘔安全／メカニズム

運転席・助手席SRSエブバノグシステム

SRSカーテンエアパノグシステム ◆3 ◆3

運転席・助手席SRSサイドエアバソグシステム ◇3 ◆3

前席アクティブヘッドレスト

ABS（アンチロックブレーキンステム）

1●肪瓢ロー剛細タ→か貯痴一坤｛ルト1．■前席・畿席（左右）E1．R付3蝋シ「トベ」レト

怎`ャイルドシ」ト固定凹目1付シートベルト（後露ξ右2露｝

恍x転帰シートベルト非着用時冒恩間

D6前席上下溺湖頭シ白トベルトアンカー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

怎Tイドドアビ≒ム●ステアリングコラムコラプス

D■九トキベ夘　　　　　一　　切砂ド．．

恃ｪイマウントストップランプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

D●フロントベンチレrテッドディスクブレrキ

E．■スタビライザ」（フロント、リヤ〕

堰怎`ャイルトセ「7ティドアロック　　　　1

EBD．〔冠詞制御融動力配分システム）

ブレーキアノスト

e4WD（電動4WD）システム
i．2WD・→4WD切卜えスイッチ付）

運転席2ステージロードリミッター付

uリテンショナーシートベルト
一．．

D、1

コ寒冷地仕様

寒冷地仕様（大型バッテリー、高始動性スターター

a[ター、ヒーター付ドアミラー〈タイマー付〉等）

◆1、◆2、◆3はそれぞれセントでオブシ耳ンとなDます。
（注1）オートライトシステムとセットで装驚となります。（注2）インチりジェントキーはリモートコノトロール］＝ントリーシ

ステム機能付となります。G主3）メーカーオプションのオーディオレスをお選びの場合、1D咽プッシュボックスは装備さ

れません。（注4）スピーカー（2スピーカ→．．と八一ネスは装着されています。

＊本商品にはソヤ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、プラズマクラスター

イオンおよびPbsmac】usterはシャープ株式会社の商標です。

　高さ1550mn1以下の一般的な立体駐単場等なご利用の際には」ループアンテナを取りはずしてください。

※マーチは全準、日光式ナンバープレートを装着できません。
●「メーカーオプション」「オーテック扱いオプション」はこ注文時に申し受けます。メーカーめ工場で装脂するため、ご注

文後ぱお受けできませんのでこア承ください。

口表内．の繰文孚は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。

■マーチ「ボレロ」主要諸元

車 種 2WD e・4W．D

5ドア

諸元 GR12DE CR14DE
●ベース車隠名型式 ニッサンCBA－AK12 ニッサンCBA－BNK12
●運転タイフ［胆心記号1

フルレンジ電子制御

S速オートマチック［E－AT翼］

FDKARCA　K12
@EDATTFAZ

FDLNRGA　K12
@EDATrFAZ

●単種番号 KT5 灯6
●寸法

全長X全幅X全高 mm 3745×1670x1525 3745x1670×1535
室内寸法長×幅x高 mm 1875x1355．x1275
ホイールベース mm 2430
トレッド．前／後 mm 1460／1445

巖低地上高 mm 135 140

●盟・定員
車両重量 960 105Q

乗東定員 名 5

車両総国用 k 1235 1325
●性能．

●諸装置

駆動方式 前輪駆動　　　　　　　　躍働4WD
ステアリングギヤ形式 ラック＆ビニオン式

サスペンション 前／後 独立懸架ストラット式／トーションビーム国

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 175／60R1581H

■エンジン主要諸元

鉱 CR12DE　　　　　　　　　　CR14DE
種類・シリンダー数 DOHC水冷直列4気簡
シリンダー　内径x行程　　　　　　　　　　　mm 71．Ox78．3 ア3．0×82，8

総排気量　　　　　　　　　　　　　　　L 1，240 ．1386

圧縮比 9．8 9．8

最高出力．　　　　　　　　kW（PS）〆r　m 66（90）！5600 71（9．7）！5600

．最大トルク　　　　　　　　N・m（k．．m）ノm 121（12．3）’4000 136（13．9）’3200

燃料供給装置 ニッサンEG1（ECCS）

使用燃料・タンク習量　　　　　　　　　　　　L 無鉛レギュラーガソリン・41

●平成1．7年基準排出ガス50％低．減レベル（U・LEV）認足

　ただし、持込み量録のためグリーン税髄は運用されません。

本輌には「使用燃科」に記載されてし、る燃料をこ使用ください。播定以外の熾料をO使刷しなると．不貝台が発生する恐れがあります．

尚、指定以餌の燃料をご使用に献つたために発生した不異合は無償保錘の対象と忽りませんので、こ注厭くだざい。

●このカタログのエンジン出力表示はすべて「ネッ．ト値」です。

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジノ単体で測定したものであり、「ネノト」と嫁

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；［：ンジンで測足した場合、「ネット」は「グロス」

よりもガソリン自動車で約15％程度侮い値（自工会調べ）となってい翫ず。

〈．国際単位系（SI．＝エスアイ）によるエンジン出：力・トルクの衰記にづいて〉

計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジノ出力単位「PS」は「kw（キロワット）」、エンジントルク単位

lkgm」は「N・m（ニュートンメートル）」のSl単位とします。なお、従来巣位からSl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第1位を四捨五入します。

1PS＝O．7355kW　lkg炉9，80665N・m
●本卑両は持込み登録でオーテック扱いとなり坐す。

lil謄

MAR⊂Hコ3◎1er◎

2WD
e・4WD

1，449，000円（消費税抜き価格1，380，000円）

1，638，000円（消費税抜き価格1β60ρoo円）

楽2005年，月1日以降に登鐘の場合は．リサイクル料金10r290円（SRSカーテンエアバッグ長運転席・助手席

　SRSサイドエアバッグシステム装着車は101850円）が別途必要となります。

（注）上記価格には、特別塗装色、メーカーオプションの価格は含まれておりません。

●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（消量税込み．）高となります碑

●寒冷地仕様は171850円（消費税込み）高となり審す。

●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ずので、それぞれの

　販売会社にお問い合わせください。

●持込み璽録のためグリーン税制は遍用されません。
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