
d●マーチポルカ主要装備一覧
ロボルカ特別装備

□牌装億ロメーカーオブ泊ン〔ご注文時に申し受け暫〕 噸●マーチポルカ主要諸元

車種　　　　5ドア 5ドアハッチバック
標準装備　　　　　　　　　　　二二別装備

四目131：4㎜旧，3〔2WD）

　　　　　　　　　　　　車種

2WD　　　　　　　　　　　　4WD
■視界 1．o 1．3

丸型～ドランプ（丸型2灯タイプ） ●エンジン型式 CGlODE CGA3DE
メッキリヤコンビランプ ●ベース車車名型式 二．ンサンTA－K11 ニッサンTA・AK11　ニッサンTA－ANK11

●フロント輝けつ式ワイパー

怩k、．自．ト醐」一・π5又．フロ：．ドニラ；．．1．r乃ラヌ巨撃曖

怩iVカ7トグリーンカラス・．フロントカ．ラス1・

恃M線リヤウインドウ

尋電電助降醜式り迄渤ローム勘キドアミラー｛マットタィオ ●運転タイプ〔車種記号〕

リヤワイパー フルレンジ電務1置4遭オートマチノケ〔EAT囚］　　F心RHAKllED八π幌　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　一

防眩式ルームミラー ハイパーovr（無段変速機1　　　　　－　　　　FO」脇11EO《Tτ濯　　F㎜R昭llEDAπ艘

■回転席まわり ●寸法

；レト［期専用ベージュメーター 全長X全幅X全高　　　mm 3720×1585×1425　　　　　　　　　3720×1585×1招0

鉢スポーク本革巻ステアリング 皇内寸法　長×幅X高　mm 1ア05×1290×1180

チルトステアリング ホイールペース　　　　　mm 2360

　　　　　　　　　　　　　　E－ATズ用シフトポジションインジケーター 2WD トレッド　前／復　　　　mm 1365〆1325

ハイパーC町用 4WD 最低地上高　　　　　　mm 150　　　　　　　　　　　　　　135

リモートコントロールエントリーシステム　　1注つ ●重量・定員

●抗薗仕様Lステアリング，シフトノプ．．

oーキングフ．レーキレバー）

怎pワーステアリング●トリップメーター

怎wッドランプ消し忘れ＆キー抜き忘れ警報

恃R料残量讐告灯●電源ソケットのC↑2V〕

怎Tンバ付一催転席チケットホルダー付）

怎tユーエルフィラーリツドオーブナー

怎tットレスト●アンダートレイ

｡カードボ．汐ス●インストア汐一ボケ．ント

怎pツクドアオープナー

怎Lー連動室内照明システム

恷[中ドアロック

怏^転席バニティミラー

車両婁量　　　　　　　kg 900　　　　　　　　　　　　　　920　　　　　　　　　　　　　1020パワーウインドウ〔耐水タイプ、運転席はワンタッチ、

Lーオフ後作動、挟み込み防止機構付｝ 乗車定員　　　　　　　名 5

・木目調パ冬ル 車両結重畳　　　　　　kg τ175　　　　　　　　　　　　1195　　　　　　　　　　　　1295

レトロ嚇用ページュェアルフィニッシャー ●性能
メッキエアコンノブ　　　　．

最小回転半径　　　　　m　　　　4．6　　　　　　　　　　　4．8

マルチホルダー佐右各1個｝ ●諸装置

前席ドアポケット（両側大型） 駆動方式 酊輪駆動　　　　　　　　　4輸駆動

■空欄！オーディオ ステアリングギヤ形式 パワーアシスト付ラ・汐＆ビニオン式

オゾンセーフエアコン
一

サスペンション　　前 強立懸架ストラット式●クIJ一ンフr．ルター嘆腰機能付｝

怎Aンテナ オゾンセーフ才一トエアコン 〃　　　穫 5リンクコイル式　　　　　　粒縣パカル1ル似トラワト

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2DI骸イブGD・下切トー体AWFM量子チューナーラジオ

i2スピーカー、GD・MDオートチェンジャー対応櫨能付）　〔注2） タイヤ　　　　前・後 155πOR可375S　　　　　　　　　　165rアOR1379S

■シート’インテリア

寡用シート麺． ポルカ専用

専用フロントヘッルスト 布張り ■エンジン主要諸元
●ラゲツジフロアトリム

怎潟сRンソールボツクス

怎Aシストグリップ

恆O席ローバックシート

恟Rトリムガー二・ンシュ

奪用内旗色｛ブラック）　　　　　　（注3》 型式 CG寸ODE型　　　　　　　　　CGA3DE型
専用陵トワム．　　　　　　　　　　　．． フル・布張り 種類・シリンダー数 DOHC水冷直列4気筒
運転席シートリフター シリンダー　内径X行程mm 71．O×63，0 72．O×82、8

リや可倒式シート 6：4分割 総排気量　　　　　　　　L 0，99ア 1，348

リヤパーセルシェルフ 圧縮比 9．8 9．5

リヤシートビロー 最高出力　　　kW（PS，’rpm 44〔60）16000 63（a5）’6000

■外装1タイヤ・ホイール 最大トルク　N・m（kgmy甲m 84（8．6）14000 120（12．2114000

リラ勤グタ」釈フ」ドモー’附｝． 燃料供給装置 ニッサンEGI〔ECCS）
●スペアタイヤ（応急用タイヤ｝

怎Jラードバンパー メッキバンパー四一ル｛フロント＆リヤ〉 使用燃料・タンク容量　　L 無鉛レギュラーガソリン・42

専用ウエストモールディング

サイドガードモールレス
駐1本車両には「使用燃料」に記載されている燃科をご使用ぐださい6．揃愛唱タ｝の蠕弱をご開明になるに不具合が発生ずる恐れ

ｪあ」ぼす。尚．指定以外の傑料壱ご使用になったために発生した添具含は無償鐸旺の対映となりませんので．ご注童くださいg

サイドター聴ンプくホワイトレ譲ズ｝．

カラードドアハンドル

メッキリャフィニッシャー

専用ネーミングステッカー

専用クロームメッキハーフホイールカバー

155／70R1375Sラジアルタイヤ 2WD

●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

?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

ｯ条件で測定したものです。同じエンジンで澗旧した場合．「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約

P5％程度低い値（自工会調べ）となっています。

q国際単位系（Sl＝エスアイ｝によるエンジン出力・トルクの表記について〉

v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rkW【キロワット）」、エンジント

泣N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」及び「kgm」からSI単位への

ｷ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。

PPS‘0．7355kW　lkgm⊇9．80665N’m
恂{車両は持込み登録で．オーテγク掘いとなります。

怩ﾈお、本軍両は持込み登録のため環境醍慮化〔グリーン化）税制は適用されません。

｡マーチ求ルカ車両価格

165r70R1379Sラジアルタイヤ
4Wb

■安全～メカニズム

運転席SRSエアバッグシステム

助手席SRSエアバッグシステム

ハイマウントストップランプ

●甫尉蹴E田螂賦シートペ1嗣後琳央臆式1

恆O席上下調整式シートベルトアンカー

怎`ャ僻シート齪欄伽一トベ7レ懸席左右禰

怏^転席シートベルト葎賛用時警告灯

怎tロントペンチレーテッドディスクプレーキ

怎Tイドドアビーム

怎`ャイルドセーフティドアロック

ABS〔アンチロックプレーキシステム）

EBD〔電子制御制動力配分システム｝ 2WD 車型 5ドア

ブレーキアシスト 駆動方式 2WD 2WD 4WD
前席ロー剛ミッター付プリテンショナーシートベルト

排気量 1．0 1．3 1．3
ISO　FIX対応チャイルドシート用アンカーC注4＞

スタビライザー（フロント・リヤ） 4WD リヤのみ E・ATx 136．8万円 一 一

〔注9マーチ（mla除く｝に装燈されている奪馬ヂザインキー作動確認機能付u（注2｝CD・MD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またはMD才一トチ；ンジャーを装着した場合に作動しまず。1注3）内装色は

グレー厚’ラックの紐合せになります。（注4）使用可能創SOFIX対応チャイルドセーフティシートはマーチ用に認可を

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タイプのチャイルドセーフティシートも使用可能ですが、

ISQFI×対応チャイルドシート用アンカーは使用できません。

●「メーカーオプション」はご注文時に申．し受けます。メーカーの工場で装着するため、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蜜内快適性能「インナーグリーン」の躾備です，

●寒冷地仕様をメーカーオブションで全車に設定しています。

ハイパーCVT 158．1万円160．5万円

○価格にはスペアタイヤ、標準工具が含まれます。

●保険料、税金（含む消費税）、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亮価格です。沖縄地区は価格が異なります。

　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間い合わせください。

●寒冷地仕様は、1．7万円高となります。

寒冷地仕様の主な内容
●高始動性バソテリー（10のみ〕●大型スターターモーター●大型ヒーターコア

●ヒーター付専用電動格納式リモコンクロームメンキドアミラー（マントタイブ〉

●本車両は表記以外のメーカーオブションの設定がございませんのでご了承ください。

■ボディカラー

アクティブレッド

＜＃AR2＞

　　　　ホワイト

　　＜＃QM1＞

・〔TPM〕はチタンパールメタリックの略です。

・内装色はブラック〈G＞。

日産自動車樵式会社

スピードおさえて、いい運転2
シートベルトとチャイルドシートを忘れずに。

http＝〃www，［issan．co．jp1

　ブリリアントブルー

　（TPM）＜＃TV3＞

■オーテック扱いディーラーオブション

■専用フロアカーベット

夢ψ∫夢…鯉矯疲ケ仁

ノ寄U71E⊂＝H

お閥い台わせ・ご植隣は下記へお願いいたします．

株式会社オーテックリャκン
〒253－B571欄II県粟ケ頗市萩園824－2

畷　（0467｝87－BOOl
h廿P＝〃…．autech．oo．藤P1

●この力夕ロダの内容は2001年1．O月現在のもので、仕樵ならびに装伽は予告なく変更することもあ5牒す。

●ボディカラーおよび内装色鳳印刷インキや撮彰条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。

AJ．MA7」0110N5

　　　　K11114

ノ可U7E‘H

、．55
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　　　　　　　レトロの香りと、

カジュアル感覚が恋をして。

マーチ「ポルカ」の誕生です。

　　　　　　　もっとおしゃれに、もっと個性的にをカタチにしたら、

　　　　　　　　こんなに素敵な大人のマーチが誕生しました。

心落ち着くレトロなスタイルと、タータンチェックシートのカジュアルなインテリア。

　　　　　どことなく優しく、上品な欧州調の雰囲気がとっても魅力的。

　　　みんなと違う「ポルカ」となら、ついつい出かけたくなる気分です。
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♪クラシックグリル

♪．丸型へ．ッドランプ〔丸型2灯タイプ｝

ご・h．Polka　Special　Equipment＝翅ラ「．．1

　　　　　　　　　　　　　　　　♪専用クロームメッキハーフホイールカバー

　　　　　　　　　　　　　　　　♪専用ネーミングステッカー

♪メッキバンパーモール〔フロント＆リヤ〕

♪専用ウエストモールディング

♪．サイドターンラ．ンプ（ホワイトレンズ｝

♪専用電動格納式リモコンクロームメッキドアミラー〔マットタイプ｝

♪メッキリヤコンビランプ

♪メッキリヤフィニッシャー

♪専用シート地＆ドァトリム地

♪3本スポーク本革巻ステアリング

♪木目調パネル

♪レトロ調専用ベージュメーター

♪レトロ調専用ベージュエアコンフィニッシャー

♪メッキエアコンノブ

　ぜ
．矧
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怎Jラードバンパー メッキバンパー四一ル｛フロント＆リヤ〉 使用燃料・タンク容量　　L 無鉛レギュラーガソリン・42

専用ウエストモールディング

サイドガードモールレス
駐1本車両には「使用燃料」に記載されている燃科をご使用ぐださい6．揃愛唱タ｝の蠕弱をご開明になるに不具合が発生ずる恐れ

ｪあ」ぼす。尚．指定以外の傑料壱ご使用になったために発生した添具含は無償鐸旺の対映となりませんので．ご注童くださいg

サイドター聴ンプくホワイトレ譲ズ｝．

カラードドアハンドル

メッキリャフィニッシャー

専用ネーミングステッカー

専用クロームメッキハーフホイールカバー

155／70R1375Sラジアルタイヤ 2WD

●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

?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

ｯ条件で測定したものです。同じエンジンで澗旧した場合．「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約

P5％程度低い値（自工会調べ）となっています。

q国際単位系（Sl＝エスアイ｝によるエンジン出力・トルクの表記について〉

v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rkW【キロワット）」、エンジント

泣N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」及び「kgm」からSI単位への

ｷ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。

PPS‘0．7355kW　lkgm⊇9．80665N’m
恂{車両は持込み登録で．オーテγク掘いとなります。

怩ﾈお、本軍両は持込み登録のため環境醍慮化〔グリーン化）税制は適用されません。

｡マーチ求ルカ車両価格

165r70R1379Sラジアルタイヤ
4Wb

■安全～メカニズム

運転席SRSエアバッグシステム

助手席SRSエアバッグシステム

ハイマウントストップランプ

●甫尉蹴E田螂賦シートペ1嗣後琳央臆式1

恆O席上下調整式シートベルトアンカー

怎`ャ僻シート齪欄伽一トベ7レ懸席左右禰

怏^転席シートベルト葎賛用時警告灯

怎tロントペンチレーテッドディスクプレーキ

怎Tイドドアビーム

怎`ャイルドセーフティドアロック

ABS〔アンチロックプレーキシステム）

EBD〔電子制御制動力配分システム｝ 2WD 車型 5ドア

ブレーキアシスト 駆動方式 2WD 2WD 4WD
前席ロー剛ミッター付プリテンショナーシートベルト

排気量 1．0 1．3 1．3
ISO　FIX対応チャイルドシート用アンカーC注4＞

スタビライザー（フロント・リヤ） 4WD リヤのみ E・ATx 136．8万円 一 一

〔注9マーチ（mla除く｝に装燈されている奪馬ヂザインキー作動確認機能付u（注2｝CD・MD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またはMD才一トチ；ンジャーを装着した場合に作動しまず。1注3）内装色は

グレー厚’ラックの紐合せになります。（注4）使用可能創SOFIX対応チャイルドセーフティシートはマーチ用に認可を

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タイプのチャイルドセーフティシートも使用可能ですが、

ISQFI×対応チャイルドシート用アンカーは使用できません。

●「メーカーオプション」はご注文時に申．し受けます。メーカーの工場で装着するため、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蜜内快適性能「インナーグリーン」の躾備です，

●寒冷地仕様をメーカーオブションで全車に設定しています。

ハイパーCVT 158．1万円160．5万円

○価格にはスペアタイヤ、標準工具が含まれます。

●保険料、税金（含む消費税）、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亮価格です。沖縄地区は価格が異なります。

　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間い合わせください。

●寒冷地仕様は、1．7万円高となります。

寒冷地仕様の主な内容
●高始動性バソテリー（10のみ〕●大型スターターモーター●大型ヒーターコア

●ヒーター付専用電動格納式リモコンクロームメンキドアミラー（マントタイブ〉

●本車両は表記以外のメーカーオブションの設定がございませんのでご了承ください。

■ボディカラー

アクティブレッド

＜＃AR2＞

　　　　ホワイト

　　＜＃QM1＞

・〔TPM〕はチタンパールメタリックの略です。

・内装色はブラック〈G＞。

日産自動車樵式会社

スピードおさえて、いい運転2
シートベルトとチャイルドシートを忘れずに。

http＝〃www，［issan．co．jp1

　ブリリアントブルー

　（TPM）＜＃TV3＞

■オーテック扱いディーラーオブション

■専用フロアカーベット

夢ψ∫夢…鯉矯疲ケ仁

ノ寄U71E⊂＝H

お閥い台わせ・ご植隣は下記へお願いいたします．

株式会社オーテックリャκン
〒253－B571欄II県粟ケ頗市萩園824－2

畷　（0467｝87－BOOl
h廿P＝〃…．autech．oo．藤P1

●この力夕ロダの内容は2001年1．O月現在のもので、仕樵ならびに装伽は予告なく変更することもあ5牒す。

●ボディカラーおよび内装色鳳印刷インキや撮彰条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。

AJ．MA7」0110N5

　　　　K11114

ノ可U7E‘H

、．55
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