
精悍なフォルムに目を奪われる。際立つ個性に魅了される。

「ライダー」。そこに存在するだけで、まわりの空気が濃密になっていく。

Photo：ライダー 。
ボディカラーはホワイトパール（3P）
〈＃QX1・特別塗装色〉。
バイキセノンヘッドランプはメーカーオプション。
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細部までスポーティ感にこだわった、ブラックトーンのインテリア。
シャープさが心地良いこの空間が、走りへの期待感を高めてくれる。

Photo：ライダー。ボディカラーはホワイトパール（3P）〈＃QX1・特別塗装色〉。
バイキセノンヘッドランプはメーカーオプション。

INTERIOR

● 専用本革巻3本スポークステアリング（ディンプル付）
● 専用フィニッシャー〈ブラック色〉
　ステアリングフィニッシャー、
　センタークラスターフィニッシャー、
　インストアッパーボックス

● 専用シート地（3Dニット地）&専用ドアトリム地
● 4スピーカー

RIDER INTERIOR

Photo：ライダー。
内装色はブラック〈G〉。インテリジェントエアコンシステムはメーカーオプション。

専用サウンドシステム＋iPod®アダプター＋専用スピーカーはオーテック扱いオプション。

EXTERIOR

● 専用フロントグリル
● 専用フロントバンパー&バンパーグリル
● 専用サイドシルプロテクター
● 専用リヤアンダープロテクター
● 専用ネーミングエンブレム
● 専用15インチ光輝アルミホイール
● 175/60R15 81Hタイヤ
　（ライダー ハイパフォーマンススペックを除く）

MECHANISM

● ユーロサスペンション（ライダー2WD車）



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、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。 

お問い合わせはお近くの販売会社、
または下記フリーコール（携帯・PHSも対応）へどうぞ。

＞＞受付時間 9：0 0～1 8：0 0〔月～金（祝日を除く）〕
0120-116-527オーテック

コールセンター

www.autech. jp/

1,934,100円（消費税抜き価格1,842,000円）

1,682,100円（消費税抜き価格1,602,000円）

1,888,950円（消費税抜き価格1,799,000円）

2WD

2WD

e・4WD

■メーカー希望小売価格

OPTION〈オーテック扱いオプション〉

BODY COLOR DEALER OPTION〈オーテック扱いディーラーオプション〉

RiderでiPod®を聴こう。iPod® アダプター付専用オーディオ。　グローブボックス内にある専用ケーブルにつなぐだけの簡単接続。つなぐだけで充電できます。 

■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、 
　 iPod®コントロール機能、200W） 

●デジタルオーディオプレーヤー（ iPod®
）は別途お求めください。●本商品に接続可能な

iPod®
は機種およびiPod®

ソフトウェアバージョンによって異なり、接続できない機種もございま

す。●画面表示、操作機能等に一部制限がございます。●iPod®
接続ケーブルはグローブボッ

クス内にあります。●iPod®
のデータが消失しても消失したデータの保証はいたしかねます。

●iPod®
本体の保証はいたしかねます。●「iPod®

は、著作権のないマテリアル、または法的に

複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるも

のです。著作権の侵害は法律上禁止されています。iPodは米国およびその他の国で登録され
ているApple Inc.の商標です」。詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。 

ライダー

ライダー

ライダー 
ハイパフォーマンススペック

ホワイトパール（3P） 
〈＃QX1・特別塗装色〉 

ダイヤモンドシルバー（M） 
〈＃KY0〉 

スーパーブラック 
〈＃KH3〉 

トワイライトグレー（PM） 
〈＃K21〉 

●（3P）は3コートパール、（M）はメタリック、（PM）は 
パールメタリックの略です。●内装色はブラック〈G〉です。 

専用フロアカーペット プラスチックバイザー バックドアフィニッシャー 
 

●価格にはメーカーオプションおよびオーテック扱いオプションは含まれておりません。●リサイクル料金11,020円が別途必要となりま
す。●2WD車にはスペアタイヤと車載工具の価格が、4WD車にはタイヤパンク応急修理キットと車載工具の価格が含まれます。●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11,550円（消費税込み）高となります。なお、4WD車には標準設定と
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。 

■専用スピーカー 
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■専用スピーカー 
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専用スポーツマフラー
〈フジツボ技研製〉
（専用バンパーフィニッシャー）

 

ライダー ハイパフォーマンス 

スペックは標準装備となります。 

型式 HR15DE

種類・シリンダー数　 DOHC・直列4気筒

総排気量 L 1.498

圧縮比 10.5

最高出力
kW（PS）/rpm     85（116）/6000

最大トルク
N・m（kgm）/rpm 156（15.9）/3600

燃料供給装置 ニッサンEGI（ECCS）電子制御燃料噴射装置

使用燃料・
タンク容量 L 無鉛プレミアムガソリン・45

専用HR15DEチューンドエンジン性能曲線

■ エンジンチューン　専用HR15DEチューンドエンジン
俊敏なレスポンスが持ち味のライトチューニングエンジン。
最高出力5kW（7PS）、最大トルク8N・m（0.8kgm）アップを実現。

■ ボディチューン
効果的なボディ&サスペンションチューンで
剛性感を高め、走行安定性を向上。

※無鉛プレミアムガソリン仕様となります。「ハイパフォーマンススペック」には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用
ください。無鉛レギュラーガソリンも使用できますが、エンジン出力低下等の現象が発生します。指定以外の燃料をご使用に
なると、不具合が発生する恐れがあります。尚、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の
対象となりませんので、ご注意ください。

専用チューンドサスペンション
（ローダウン）

YAMAHA社製パフォーマンス
ダンパー（フロント）

● 専用ストラットタワーバー（フロント）
● トンネルステー追加

その走りをエンジン&ボディ&

サスペンションチューンでさらに研ぎ澄ました、

「ライダー ハイパフォーマンススペック」。　

乗るたびに深まる快感、満たされていくプライド。

ライダー最強のその存在が、

スポーツマインドを刺激する。

SPECIAL EQUIPMENT ［ハイパフォーマンススペック特別装備］

Photo：ライダー ハイパフォーマンススペック。
ボディカラーはホワイトパール（3P）〈＃QX1・特別塗装色〉。
バイキセノンヘッドランプはメーカーオプション。

INTERIOR

 専用アルミペダル（アクセルペダル、ブレーキペダル）4

1 32 4

EXTERIOR

専用タイヤ〈ブリヂストンポテンザRE-01R〉(185/55R15 81V）
● ハイパフォーマンススペック専用エンブレム
3

MECHANISM

 専用HR15DEチューンドエンジン：専用チューニングコンピューター、カム仕様変更。
　＊エンジンカバーが装着されます。
専用スポーツマフラー〈フジツボ技研製〉&専用バンパーフィニッシャー

● ボディチューン：専用ストラットタワーバー（フロント）、トンネルステー追加、
　YAMAHA社製パフォーマンスダンパー（フロント）
● 専用チューンドサスペンション（ローダウン）
● 専用車速感応式電動パワーステアリング

1

2

※「ライダー ハイパフォーマンススペック」「ライダー」はエアロパーツ装着のため、縁石や段差の大きい場所や不整地路等では路面などと干渉する場合があります。あらかじめご承知おきください。
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100

100

110

120

130

140

150

160

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
8 16 24 32 40 48 56 64

■ノート「ライダー ハイパフォーマンススペック」「ライダー」主要諸元

■視界
バイキセノンヘッドランプ（ハイ/ロービーム、オートレベライザー付、スモークメッキタイプ）
■運転席まわり
専用本革巻3本スポークステアリング（ディンプル付）
専用フィニッシャー〈ブラック色〉（ステアリングフィニッシャー、
センタークラスターフィニッシャー、インストアッパーボックス）
専用車速感応式電動パワーステアリング
専用アルミペダル（アクセルペダル、ブレーキペダル）
■空調
インテリジェント プラズマクラスターイオン®フルオートエアコン（除菌機能付）＊1

エアコンシステム 排出ガス検知式内外気自動切換え機構
（ワンタッチクリーンスイッチ付） 高性能フィルター（花粉・におい・アレルゲン対応タイプ）（注1）
■オーディオ/ナビゲーション★
4スピーカー
シンプルナビゲーションシステム（DVD方式）
（6.5インチワイド液晶モニター、タッチパネル、VICS〔FM多重・CD再生時のみ〕、
CD一体AM/FM電子チューナーラジオ）（注2）（注3）（注4）（注5）（注6）（注7）
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、iPod®コントロール機能＊2＊3、200W）（注2）（注3）（注4）（注8）

iPod®アダプター
専用スピーカー（フロントドア部×2・リヤドア部×2）

■シート／内装
専用シート地（3Dニット地）&ドアトリム地
■外装／タイヤ&ホイール
専用フロントグリル
専用フロントバンパー&バンパーグリル
専用サイドシルプロテクター
専用リヤアンダープロテクター
専用ネーミングエンブレム
175/60R15 81Hタイヤ
専用タイヤ〈ブリヂストンポテンザRE-01R〉（185/55R15 81V）
専用15インチ光輝アルミホイール（15×6JJ）、オフセット：45、P.C.D：100（4穴）
■安全／メカニズム

ハイ
専用HR15DEチューンドエンジン（専用チューニングコンピューター、カム仕様変更）

パフォーマンス
ボディチューン（専用ストラットタワーバー（フロント）、トンネル

スペック
ステー追加、YAMAHA社製パフォーマンスダンパー（フロント））
専用チューンドサスペンション（ローダウン）

ユーロサスペンション
専用スポーツマフラー〈フジツボ技研製〉&専用バンパーフィニッシャー
■寒冷地仕様
リヤヒーターダクト、ヒーター付ドアミラー（タイマー付） （注9）

●ベース車 車名型式
●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〕

●寸法
全長 mm
全幅 mm
全高 mm
室内寸法　　長×幅×高 mm
ホイールベース mm
トレッド 前/後 mm
最低地上高 mm

●重量・定員
車両重量 kg
乗車定員 名
車両総重量 kg

●性能
最小回転半径 m

●諸装置
駆動方式
ステアリングギヤ形式
サスペンション 前/後
主ブレーキ　　前/後
タイヤ　　前・後

ニッサンDBA-E11 ニッサンDBA-E11 ニッサンDBA-NE11

● ● －
－ － ●

4060
1690 

1515 1535 1545
1835×1375×1280

2600
1470/1465

125 145 155

1130 1120 1190
5

1405 1395 1465

4.7

前輪駆動 電動4WD
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

185/55R15 81V 175/60R15 81H 175/60R15 81H

63,000円

63,000円

126,000円

78,750円

57,750円

ハイパフォーマンススペック専用

11,550円

車種

グレード別装備 ベース車

2WD e・4WD
HR15DE HR15DE メーカー

オプション
希望小売価格
（消費税込み）

ライダー
ハイパフォーマンス
スペック

ライダー ライダー

15X 15X FOUR

車種

諸元

2WD e・4WD
HR15DE HR15DE

ライダー
ハイパフォーマンス

スペック
ライダー ライダー

■ノート「ライダー ハイパフォーマンススペック」「ライダー」主要装備一覧

※「ライダー ハイパフォーマンススペック」「ライダー」はエアロパーツ装着のため、縁石や段差の大きい場所や不整地路等では路面などと
干渉する場合があります。あらかじめご承知おきください。

■エンジン主要諸元　■変速比・最終減速比
「ライダー ハイパフォーマンススペック」の「エンジン主要諸元」はP42をご覧ください。
その他の車種はベース車と同仕様です。P36の「エンジン主要諸元」「変速比・最終減速比」をご覧ください。
●平成17年基準排出ガス75％低減レベル（SU-LEV）認定（ライダー ハイパフォーマンススペックを除く）。
ただし持込み登録のため、グリーン税制は適用されません。●本車両は持込み登録で、オーテック扱いとなります。

標準装備　 メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

ライダー ハイパフォーマンススペック/ライダー特別装備　 オーテック扱いオプション（ご注文時に申し受けます）

●ノート「ライダー ハイパフォーマンススペック」「ライダー」はベース車に対し、下記の特別装備が追加され、またメーカーオプションも表
記の設定のみとなります。ベース車の仕様装備についてはP34-35の「ノート主要装備一覧」をご覧ください。

●「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。
★日産オリジナルナビゲーション（ディーラーオプション）もご用意しておりますので、詳しくはオプショナルパーツカタログをご覧ください。
（注1）高性能フィルターを装着した場合、クリーンフィルターは装着されません。なお、ディーラーオプションでもクリーンフィルター「花粉・におい・アレルゲン対
応タイプ」をご用意しておりますので、詳しくはオプショナルパーツカタログをご覧ください。（注2）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。
（注3）専用サウンドシステムとシンプルナビゲーションシステム（DVD方式）の同時装着はできません。（注4）専用サウンドシステムおよびシンプルナビゲーショ
ンシステム（DVD方式）をお選びの場合、ディーラーオプションのオーディオは装着できません。（注5）DVDビデオ/オーディオは再生できません。（注6）2011
年7月にアナログテレビ放送は終了となります。地上デジタルテレビ放送をご覧になるには、ディーラーオプションの地上デジタルテレビ放送用チューナーをお求
めください。（注7）VICS（FM多重）はCD再生時のみ受信が可能です。ただし、ディーラーオプションのTVアンテナ装着時は常時VICS(FM多重)受信が可能と
なります。また、テレビをご覧になるためには、別売のTVアンテナ（ディーラーオプション）が必要となります。（注8）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9）4WD車および寒冷地仕様のリヤワイパーはスチール製となり、形状が異なります。
＊1 本商品にはシャ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Plasmaclusterはシャープ株
式会社の商標です。 ＊2 デジタルオーディオプレーヤー（iPod®）は別途お買い求めください。「専用サウンドシステム」に接続可能なiPod®は機種およびソフトウェ
アバージョンによって異なり、接続できない機種もございます。 ＊3 iPodは米国およびその他の国で登録されているApple Inc．の商標です。

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。「インナーグリーン」の詳細はP21をご覧ください。



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、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。 

お問い合わせはお近くの販売会社、
または下記フリーコール（携帯・PHSも対応）へどうぞ。

＞＞受付時間 9：0 0～1 8：0 0〔月～金（祝日を除く）〕
0120-116-527オーテック

コールセンター

www.autech. jp/

1,934,100円（消費税抜き価格1,842,000円）

1,682,100円（消費税抜き価格1,602,000円）

1,888,950円（消費税抜き価格1,799,000円）

2WD

2WD

e・4WD

■メーカー希望小売価格

OPTION〈オーテック扱いオプション〉

BODY COLOR DEALER OPTION〈オーテック扱いディーラーオプション〉

RiderでiPod®を聴こう。iPod® アダプター付専用オーディオ。　グローブボックス内にある専用ケーブルにつなぐだけの簡単接続。つなぐだけで充電できます。 

■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、 
　 iPod®コントロール機能、200W） 

●デジタルオーディオプレーヤー（ iPod®
）は別途お求めください。●本商品に接続可能な

iPod®
は機種およびiPod®

ソフトウェアバージョンによって異なり、接続できない機種もございま

す。●画面表示、操作機能等に一部制限がございます。●iPod®
接続ケーブルはグローブボッ

クス内にあります。●iPod®
のデータが消失しても消失したデータの保証はいたしかねます。

●iPod®
本体の保証はいたしかねます。●「iPod®

は、著作権のないマテリアル、または法的に

複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるも

のです。著作権の侵害は法律上禁止されています。iPodは米国およびその他の国で登録され
ているApple Inc.の商標です」。詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。 

ライダー

ライダー

ライダー 
ハイパフォーマンススペック

ホワイトパール（3P） 
〈＃QX1・特別塗装色〉 

ダイヤモンドシルバー（M） 
〈＃KY0〉 

スーパーブラック 
〈＃KH3〉 

トワイライトグレー（PM） 
〈＃K21〉 

●（3P）は3コートパール、（M）はメタリック、（PM）は 
パールメタリックの略です。●内装色はブラック〈G〉です。 

専用フロアカーペット プラスチックバイザー バックドアフィニッシャー 
 

●価格にはメーカーオプションおよびオーテック扱いオプションは含まれておりません。●リサイクル料金11,020円が別途必要となりま
す。●2WD車にはスペアタイヤと車載工具の価格が、4WD車にはタイヤパンク応急修理キットと車載工具の価格が含まれます。●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11,550円（消費税込み）高となります。なお、4WD車には標準設定と
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。 

■専用スピーカー 
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■専用スピーカー 
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専用スポーツマフラー
〈フジツボ技研製〉
（専用バンパーフィニッシャー）

 

ライダー ハイパフォーマンス 

スペックは標準装備となります。 

型式 HR15DE

種類・シリンダー数　 DOHC・直列4気筒

総排気量 L 1.498

圧縮比 10.5

最高出力
kW（PS）/rpm     85（116）/6000

最大トルク
N・m（kgm）/rpm 156（15.9）/3600

燃料供給装置 ニッサンEGI（ECCS）電子制御燃料噴射装置

使用燃料・
タンク容量 L 無鉛プレミアムガソリン・45

専用HR15DEチューンドエンジン性能曲線

■ エンジンチューン　専用HR15DEチューンドエンジン
俊敏なレスポンスが持ち味のライトチューニングエンジン。
最高出力5kW（7PS）、最大トルク8N・m（0.8kgm）アップを実現。

■ ボディチューン
効果的なボディ&サスペンションチューンで
剛性感を高め、走行安定性を向上。

※無鉛プレミアムガソリン仕様となります。「ハイパフォーマンススペック」には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用
ください。無鉛レギュラーガソリンも使用できますが、エンジン出力低下等の現象が発生します。指定以外の燃料をご使用に
なると、不具合が発生する恐れがあります。尚、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の
対象となりませんので、ご注意ください。

専用チューンドサスペンション
（ローダウン）

YAMAHA社製パフォーマンス
ダンパー（フロント）

● 専用ストラットタワーバー（フロント）
● トンネルステー追加

その走りをエンジン&ボディ&

サスペンションチューンでさらに研ぎ澄ました、

「ライダー ハイパフォーマンススペック」。　

乗るたびに深まる快感、満たされていくプライド。

ライダー最強のその存在が、

スポーツマインドを刺激する。

SPECIAL EQUIPMENT ［ハイパフォーマンススペック特別装備］

Photo：ライダー ハイパフォーマンススペック。
ボディカラーはホワイトパール（3P）〈＃QX1・特別塗装色〉。
バイキセノンヘッドランプはメーカーオプション。

INTERIOR

 専用アルミペダル（アクセルペダル、ブレーキペダル）4

1 32 4

EXTERIOR

専用タイヤ〈ブリヂストンポテンザRE-01R〉(185/55R15 81V）
● ハイパフォーマンススペック専用エンブレム
3

MECHANISM

 専用HR15DEチューンドエンジン：専用チューニングコンピューター、カム仕様変更。
　＊エンジンカバーが装着されます。
専用スポーツマフラー〈フジツボ技研製〉&専用バンパーフィニッシャー

● ボディチューン：専用ストラットタワーバー（フロント）、トンネルステー追加、
　YAMAHA社製パフォーマンスダンパー（フロント）
● 専用チューンドサスペンション（ローダウン）
● 専用車速感応式電動パワーステアリング

1

2

※「ライダー ハイパフォーマンススペック」「ライダー」はエアロパーツ装着のため、縁石や段差の大きい場所や不整地路等では路面などと干渉する場合があります。あらかじめご承知おきください。

Power （kW）

Power

Torque （N・m）

Torque

Engine speed (rpm)

100

100

110

120

130

140

150

160

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
8 16 24 32 40 48 56 64

■ノート「ライダー ハイパフォーマンススペック」「ライダー」主要諸元

■視界
バイキセノンヘッドランプ（ハイ/ロービーム、オートレベライザー付、スモークメッキタイプ）
■運転席まわり
専用本革巻3本スポークステアリング（ディンプル付）
専用フィニッシャー〈ブラック色〉（ステアリングフィニッシャー、
センタークラスターフィニッシャー、インストアッパーボックス）
専用車速感応式電動パワーステアリング
専用アルミペダル（アクセルペダル、ブレーキペダル）
■空調
インテリジェント プラズマクラスターイオン®フルオートエアコン（除菌機能付）＊1

エアコンシステム 排出ガス検知式内外気自動切換え機構
（ワンタッチクリーンスイッチ付） 高性能フィルター（花粉・におい・アレルゲン対応タイプ）（注1）
■オーディオ/ナビゲーション★
4スピーカー
シンプルナビゲーションシステム（DVD方式）
（6.5インチワイド液晶モニター、タッチパネル、VICS〔FM多重・CD再生時のみ〕、
CD一体AM/FM電子チューナーラジオ）（注2）（注3）（注4）（注5）（注6）（注7）
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、iPod®コントロール機能＊2＊3、200W）（注2）（注3）（注4）（注8）

iPod®アダプター
専用スピーカー（フロントドア部×2・リヤドア部×2）

■シート／内装
専用シート地（3Dニット地）&ドアトリム地
■外装／タイヤ&ホイール
専用フロントグリル
専用フロントバンパー&バンパーグリル
専用サイドシルプロテクター
専用リヤアンダープロテクター
専用ネーミングエンブレム
175/60R15 81Hタイヤ
専用タイヤ〈ブリヂストンポテンザRE-01R〉（185/55R15 81V）
専用15インチ光輝アルミホイール（15×6JJ）、オフセット：45、P.C.D：100（4穴）
■安全／メカニズム

ハイ
専用HR15DEチューンドエンジン（専用チューニングコンピューター、カム仕様変更）

パフォーマンス
ボディチューン（専用ストラットタワーバー（フロント）、トンネル

スペック
ステー追加、YAMAHA社製パフォーマンスダンパー（フロント））
専用チューンドサスペンション（ローダウン）

ユーロサスペンション
専用スポーツマフラー〈フジツボ技研製〉&専用バンパーフィニッシャー
■寒冷地仕様
リヤヒーターダクト、ヒーター付ドアミラー（タイマー付） （注9）

●ベース車 車名型式
●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〕

●寸法
全長 mm
全幅 mm
全高 mm
室内寸法　　長×幅×高 mm
ホイールベース mm
トレッド 前/後 mm
最低地上高 mm

●重量・定員
車両重量 kg
乗車定員 名
車両総重量 kg

●性能
最小回転半径 m

●諸装置
駆動方式
ステアリングギヤ形式
サスペンション 前/後
主ブレーキ　　前/後
タイヤ　　前・後

ニッサンDBA-E11 ニッサンDBA-E11 ニッサンDBA-NE11

● ● －
－ － ●

4060
1690 

1515 1535 1545
1835×1375×1280

2600
1470/1465

125 145 155

1130 1120 1190
5

1405 1395 1465

4.7

前輪駆動 電動4WD
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

185/55R15 81V 175/60R15 81H 175/60R15 81H

63,000円

63,000円

126,000円

78,750円

57,750円

ハイパフォーマンススペック専用

11,550円

車種

グレード別装備 ベース車

2WD e・4WD
HR15DE HR15DE メーカー

オプション
希望小売価格
（消費税込み）

ライダー
ハイパフォーマンス
スペック

ライダー ライダー

15X 15X FOUR

車種

諸元

2WD e・4WD
HR15DE HR15DE

ライダー
ハイパフォーマンス

スペック
ライダー ライダー

■ノート「ライダー ハイパフォーマンススペック」「ライダー」主要装備一覧

※「ライダー ハイパフォーマンススペック」「ライダー」はエアロパーツ装着のため、縁石や段差の大きい場所や不整地路等では路面などと
干渉する場合があります。あらかじめご承知おきください。

■エンジン主要諸元　■変速比・最終減速比
「ライダー ハイパフォーマンススペック」の「エンジン主要諸元」はP42をご覧ください。
その他の車種はベース車と同仕様です。P36の「エンジン主要諸元」「変速比・最終減速比」をご覧ください。
●平成17年基準排出ガス75％低減レベル（SU-LEV）認定（ライダー ハイパフォーマンススペックを除く）。
ただし持込み登録のため、グリーン税制は適用されません。●本車両は持込み登録で、オーテック扱いとなります。

標準装備　 メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

ライダー ハイパフォーマンススペック/ライダー特別装備　 オーテック扱いオプション（ご注文時に申し受けます）

●ノート「ライダー ハイパフォーマンススペック」「ライダー」はベース車に対し、下記の特別装備が追加され、またメーカーオプションも表
記の設定のみとなります。ベース車の仕様装備についてはP34-35の「ノート主要装備一覧」をご覧ください。

●「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。
★日産オリジナルナビゲーション（ディーラーオプション）もご用意しておりますので、詳しくはオプショナルパーツカタログをご覧ください。
（注1）高性能フィルターを装着した場合、クリーンフィルターは装着されません。なお、ディーラーオプションでもクリーンフィルター「花粉・におい・アレルゲン対
応タイプ」をご用意しておりますので、詳しくはオプショナルパーツカタログをご覧ください。（注2）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。
（注3）専用サウンドシステムとシンプルナビゲーションシステム（DVD方式）の同時装着はできません。（注4）専用サウンドシステムおよびシンプルナビゲーショ
ンシステム（DVD方式）をお選びの場合、ディーラーオプションのオーディオは装着できません。（注5）DVDビデオ/オーディオは再生できません。（注6）2011
年7月にアナログテレビ放送は終了となります。地上デジタルテレビ放送をご覧になるには、ディーラーオプションの地上デジタルテレビ放送用チューナーをお求
めください。（注7）VICS（FM多重）はCD再生時のみ受信が可能です。ただし、ディーラーオプションのTVアンテナ装着時は常時VICS(FM多重)受信が可能と
なります。また、テレビをご覧になるためには、別売のTVアンテナ（ディーラーオプション）が必要となります。（注8）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9）4WD車および寒冷地仕様のリヤワイパーはスチール製となり、形状が異なります。
＊1 本商品にはシャ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Plasmaclusterはシャープ株
式会社の商標です。 ＊2 デジタルオーディオプレーヤー（iPod®）は別途お買い求めください。「専用サウンドシステム」に接続可能なiPod®は機種およびソフトウェ
アバージョンによって異なり、接続できない機種もございます。 ＊3 iPodは米国およびその他の国で登録されているApple Inc．の商標です。

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。「インナーグリーン」の詳細はP21をご覧ください。


	26_ノート
	26_ノート



