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●このカタログの内容は2013年7月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって
見えることがあります。●本カタログに掲載されている写真の一部は合成写真となります。なお、写真の小物類は撮影のための小道具です。

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま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さま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、上記「オーテック
ジャパンホームページ」に掲載しております。

AXIS

「平成17年基準排出ガス75%低減レベル」認定
全車

BODY COLORS

オーロラモーヴ（RP）
〈＃LAE・特別塗装色〉

ブリリアントシルバー（M）
〈＃K23〉

ブリリアントホワイトパール（3P）
〈＃QAB・特別塗装色〉

スーパーブラック
〈＃KH3〉

●内装色は全車ブラック〈G〉となります。●（3P）は3コートパール、（M）はメタリック、（RP）はマルチフレックスカラーの略です。
印刷インキの性質上、実際の塗色とは異なって見える場合があります。

DEALER OPTION 〈オーテック扱いディーラーオプション〉

専用フロアカーペット

専用プラスチックバイザー

専用バックドアモール

2009年4月より一定以上の「排気性能」と「燃費基準」を満たしたクルマを対象としたエコカー減税
が始まりました。日産は環境に配慮したエコカー減税対象車「Nissan ECO」（ネコ）シリーズを
数多く取り揃えており、ノート「アクシス」もエコカー減税の対象です。

エコカー減税対象車

ノートのHR12DDRエンジン搭載車＊1は、免税・減税措置＊2が適用されます。
＊1 エコカー減税 自動車取得税および重量税:購入時全額免税（重量税は車検1回目－50%）。
 グリーン税制 自動車税：－50%。
＊2 エコカー減税 自動車取得税：2015年3月末までの登録車。重量税：2015年4月末までの登録車。
 グリーン税制 自動車税：2014年 3月末までの登録車（登録の翌年度から1年間適用）。

■減税措置の適用

■ノート「アクシス」主要諸元■ノート「アクシス」主要装備一覧
車種

諸元

2WD 4WD
（モーターアシスト方式）

HR12DDR HR12DE

アクシス
アクシス

●ベース車 車名型式 ニッサン DBA-E12 ニッサン DBA-NE12
●運転タイプ エクストロニックCVT（無段変速機）
●寸法
　全長 mm 4100
　全幅 mm 1695
　全高 mm 1525 1535
　室内寸法　長 mm 2065
　室内寸法　幅 mm 1390
　室内寸法　高 mm 1255
　ホイールベース mm 2600
　トレッド 前/後 mm 1480/1485
　最低地上高 mm 150 155
●重量・定員
　車両重量 kg 1090〔1110〕 1110〔1130〕
　乗車定員 名 5
　車両総重量 kg 1365〔1385〕 1385〔1405〕
●性能
　最小回転半径 m 4.7〔5.2〕
●諸装置
　駆動方式 前輪駆動 電動4WD
　ステアリングギヤ形式 ラック&ピニオン式
　サスペンション　前/後 独立懸架ストラット式/トーションビーム式
　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 185/70R14 88S〔185/65R15 88S〕

全車標準装備

車種

グレード別装備

2WD 4WD
（モーターアシスト方式）

HR12DDR HR12DE

アクシス
アクシス

■視界

●熱線リヤウインドウ（タイマー式） 
●UVカットグリーンガラス〈フロント〉
●UVカット断熱グリーンガラス〈フロントドア〉
●フロント車速感知無段間けつ式ワイパー
　（フラットブレードタイプ）（ミスト機能付き）
●リヤ間けつ式ワイパー
●バッテリーセーバー（ヘッドランプ、ルームランプ）

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、バックドア〉
最適配光マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベライザー付）
オートライトシステム（フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付）
電動格納式リモコンカラードドアミラー
防眩式ルームミラー
フォグランプ

■運転席まわり

●車速感応式電動パワーステアリング
●チルトステアリング
●タコメーター
●CVTシフトポジションインジケーター
●燃料残量警告灯
●ヘッドランプ消し忘れ&キー忘れ警報
●パーキングブレーキ戻し忘れ警報
●半ドア警告灯（フロント、リヤ、バックドア）
●フューエルフィラーリッドオープナー
●電源ソケット（DC12V）
●フットレスト
●集中ドアロック（バックドア連動）
●パワーウインドウ（全席：耐水タイプ、運転席：ワンタッチ、
　キーオフ後作動、挟み込み防止機構付）
●運転席パワーウインドウスイッチ照明
●キー連動室内照明システム
●ルームランプ
●サンバイザー（運転席：カードホルダー付）
●フロントカップホルダー（2個）
●パーキングブレーキサイドポケット

本革巻3本スポークステアリング シルバーフィニッシャー シルバーフィニッシャー
プッシュエンジンスターター

インテリジェントキー
（運転席・助手席・バックドア感知、作動確認機能付、キー2セット） （注1）

ECOモードスイッチ・インジケーター

ファインビジョンメーター（燃費表示機能、オド・ツイントリップメーター、
デジタル時計、航続可能距離、サービスインターバル）

日産エコメーター
（エコドライブインジケーター、エコペダルガイド、エコドライブレポート）

運転席バニティミラー
マップランプ
専用木目調センタークラスターフィニッシャー

シルバーフィニッシャー

エアコン吹き出し口
センタークラスターサイド
シフトノブ
シフトベース
パワーウインドウ

インストアッパーボックス
グローブボックス
フロント&リヤドアポケット（ボトルホルダー付）
センターコンソール

■空調
●クリーンフィルター オゾンセーフフルオートエアコン（プッシュ式、デジタル表示）

外気温度計（メーター内ディスプレイ）
■オーディオ/ナビゲーション
●ルーフアンテナ（可倒式） オーディオレス （注2）

フロント2スピーカー
リヤ2スピーカー

■シート/内装

●前席上下調整式ヘッドレスト
●後席ヘッドレスト（左右2席）
●ラゲッジサイドフック（2個）

専用本革シート＊（パイピング付）
専用ドアトリム（スエード調トリコット・ブラック）
運転席シートリフター（ラチェット式）
リヤ可倒式シート  6：4分割
運転席&後席アームレスト（カップホルダー2個付）
助手席シートバックポケット
メッキインナードアハンドル
アシストグリップ 助手席・後席 助手席・後席

■外装/タイヤ・ホイール
専用フロントグリル
フロントバンパーグリルフィン
専用エンブレム（AXIS/AUTECH）
メッキアウトサイドドアハンドル

185/65R15 88Sタイヤ&専用15インチアルミホイール（15×5.5J）、
インセット：40、P．C．D：100（4穴）

185/70R14 88Sタイヤ&14インチフルホイールカバー（14×5.5J）、
インセット：40、P．C．D：100（4穴）

スペアタイヤ（応急用タイヤ） （注3）
タイヤパンク応急修理キット（スペアタイヤレス） （注4）

■安全/メカニズム/セキュリティ
●前席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト
●全席ELR付3点式シートベルト　●前席上下調整式シートベルトアンカー
●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音（シートベルトリマインダー）
●ブレーキアシスト　●サイドドアビーム
●チャイルドセーフティドアロック　●歩行者傷害軽減ボディ
●ブレーキペダル後退抑制機構&前席足元衝撃吸収パッド
●LED式ハイマウントストップランプ
●スタビライザー（フロント、リヤ）

アイドリングストップ
運転席・助手席SRSエアバッグシステム
ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー（後席左右2席）
ABS（アンチロックブレーキシステム）
EBD（電子制御制動力配分システム）
4WD（モーターアシスト方式）（2WD←→4WD切替えスイッチ付）
エンジンイモビライザー（国土交通省認可品）

■寒冷地仕様
リヤヒーターダクト
ヒーター付ドアミラー

注：〔　〕は185/65R15 88Sタイヤ&専用15インチアルミホイール（オーテック扱いオプション）装着車。■エンジン主要諸元、■変速比・最終減速比は
ベース車と同仕様です。なお、ベース車の諸元はノート カタログP34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」は全車
持込み登録でオーテック扱いとなります。登録時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元（設計値）と異なる場合があります。

 「アクシス」特別装備　  標準装備
 オーテック扱いオプション（ご注文時に申し受けます）

●「オーテック扱いオプション」はご注文時に申し受けます。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。
（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。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響
を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。（注2）オーディオ/ナビゲーションシステム非装着時のカバーは装着されません。ハーネス、アンテナは装着されます。
（注3）2WDのスペアタイヤはラゲッジフロア下（スペアパン）に収納されます。（注4）タイヤパンク応急修理キットはラゲッジフロア下に収納されます。なお、タイヤパンク応急修理キット
の有効期限は3.5年です。3.5年ごとに交換が必要となります。＊シートメインに本革を、その他の部位は人工皮革を使用しています。

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。



Photo ： アクシス（2WD）。ボディカラーはオーロラモーヴ（RP）〈＃LAE・特別塗装色〉。内装色はブラック〈G〉。
185/65R15 88Sタイヤ&専用15インチアルミホイールはオーテック扱いオプション。日産オリジナルナビゲーションはディーラーオプション。※画面はハメ込み合成です。※写真は演出上のイメージです。

INTERIOR

EXTERIOR

SPECIAL EQUIPMENT

質を吟味し贅を尽くす。
上質を極めたノート、「アクシス」誕生。

■ 専用本革シート（パイピング付）　■ 専用ドアトリム（スウェード調トリコット・ブラック）　■ 本革巻3本スポークステアリング（シルバーフィニッシャー）
■ 専用木目調センタークラスターフィニッシャー　■ 運転席&後席アームレスト（カップホルダー2個付）　■ シフトベースシルバーフィニッシャー
■ パワーウインドウシルバーフィニッシャー　■ オゾンセーフフルオートエアコン（プッシュ式、デジタル表示）　■ 外気温度計（メーター内ディスプレイ）
■ オートライトシステム（フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付）（2WD車）　■ リヤ2スピーカー　■ 助手席シートバックポケット

■ 専用フロントグリル　■ フロントバンパーグリルフィン　■ メッキアウトサイドドアハンドル 　■ フォグランプ 　■ 専用エンブレム（AXIS/AUTECH）
■ 185/65R15 88Sタイヤ&専用15インチアルミホイール（オーテック扱いオプション）
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D IG-S  エコ  スーパーチャージャー搭載車は免税。
「PURE DRIVE」とは今までなかったワクワクを提供
する日産のエンジン進化型エコカーラインアップです。
いろいろなクルマとエコ技術の組み合わせで、乗る人の
毎日に、新しい体験や驚きを生み出していきます。


