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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏ライダ欄国感畷嗣ロメーカーオフシ3ン〔翻こ申し受けますy

■プレサージュ「ライダ」」主要装備一覧　　　　　　　　　　〔コオーテツク鍛い訂シヨン〔こ数踊に軋蜘甜）．

全車懸綴備
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　靱

Oレード別褒備
ライダ白

視界　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

キセノン．ヘッドランプ〔ロービーム・レベライ．ザー付〕

．フ【彦励卿曜」絹嫌鱒捌ラノブ

●鳳適配光C．SR八ロゲンヘノドランフ●UVカット．

Oリ曽ン．肪ス．しフロント”ラス1●UVカ，階騒列一ン

D”ラス｛フロントドア垢ス9●鵬膠ミラー●フロント．

D瓢けつ銅［””ワイ，【一●リや嘲つむイパー

D●職トムミラ自●腿卿口αめ【夕膚刑，

プライバシーガラス〔UVカット断臨機能付｝

kリヤドア、リヤサイド．バッ．クドアガラス｝

冤動格網式リモコンカラードドアミラー

運転席まわb〆空稠

顧販一り’1　　　．厚
kカ7エラテ！ライトブラウンコノピ，

6

辱用水目調シフトノプ

．專助ゴールドメタ腱塑魎．」　一．．．．．一　．

．●翫敵国〔ステアリンケ「シウトノブ｝．クリーノフィ砂

^ー●パワーステアリング●チルトステアリング●シフ

c｛ジションインジケーター●デジタル笥計●タコメー

^ー●駈麟残量躍告灯●原肥照明●ヘッドランプ醐し

Y幽冥報●キー藍き竃n罪報●’O－9インドウ嚇．

Dタイス運眠尾はワンタッチ、キーオフ段伴臨空融込み

I江醒崩け，●集中ドアbツク【κツクドア胃軸，●マツ．

tラン7●グローブホッケス●運闘インストポケット

恆ｫ慧み式κ一キンクブレーキ【フ　トリリース武｝．●ブ．ットレスト●ドアミ冒一スイ粥●コイン粛ケット

オゾンセーフフル四一トエアコン

リヤクーラー

助手席バニティミラー

リモートコントロールエントリーシステム．

i．バックドア連動、作動確認践糊付）

リツド付カードボックス．
一．

ナビゲーション〆オーディオ

．●ガラスアノテナ ナビゲーノヨンシステム〔DV口開式〕＆電動ボ，プァッブ置合．5インチワ

Cド液晶モニターく田CS〔FM多動凛翻）｛注1）G主2）〔注6〕

　　　　　　　　　　　　　　　　ー宴Bター寝働ントシス7ム萄α隔毎蜘FM亀手岳

�黹iーラジオ160W、4スピーカー．FM55剃く一シティ．MD・．CO

涛ﾓ，麟馬蝉蹴盤内装

I」デイオ宏わりメ夢タ．÷黎わσ　．「　．民用

z目購パネル

ｭメープル謝

パワ→ρ勘スイッチ渤鰍燃ト．

力「ドバクスまわり．ドアトリムモール．

辱用ドアト」ム地（フロント．セカ；ノド、サート》

インサイトドア八ントル8ロノクポタノ　　．　　． メッキ怎Cノストロアボックス

怎tロントセンターテrブル
恟侮關ﾈ用買い物フツ＝ク．●．ラゲツジアンダーポツクス

怐Dラゲツジフツクロ2卿

怎Aソストクリ財フ

バーン．ナルランフ（セカンド、サードシート〕

ルームランプ 大型◆T

ユーティリティローブ

インストアッパーボックス　　　　　　　　　（注1）

ラゲッジサイ．ドボックス ．一

シート

角度調整式アームレ．スト． 繍動季廠●セガソドシートロシグスライド

怎Vートリクライニング

@【ラロノトセカン．トサード）

D■上†図整式ヘッドレスト．

@【フロントセカンド．サード）

遇転席・助手席シートパックグリップ

k助手席シートバック買い物フックゆ
フロント

藍」ト沸練減ド　一「一1．：「 ．運転席・助手席

助手席シートアンダートレイ

騨終。フ炉．＝．
ウπ一クイ通樋付キャプテンシート【7謙り1

シートパ7クテープル吋　　畷甑アームレスト
し

セカンド ウォークイン機構吋スプリット式ベシチシート ◆㌍

B人乗り｝　　アーム．レスト ◆2
シ→1〔ンウテーフ’附　　シrトアンダートレイ（注4） ◆2

マルチアップシート
サード

アームレスト

：．翻シード 、『Aり諺ト語．．1・、理痂　　1一一

外装／タイヤ・ホイール

ツインサンルーフ（スライド＆チルトアップ）

kリヤはワンタッチ、挟み込み防止機揺付｝
◆T

調リロフ吻ル＆フ」ドトップ右一ルー下融F≡胃 ．　　　　　　　　　　　　　　　　　．．；．

尋用フロントバンバー｛ビレットグリル偲｝

．サイトシルプロテクター

q用り．ヤアンダLプロテクター

●リ． пDスポイラー　．．　　　　　　　　．．．

@〔LED式ハイマウントストッフランフ付｝〔注5）．●スペアタイヤ．【応急用タイヤ〕

@　　　　　　　　・

．専用ネ句ミングステ．リカー

1主用大日径ズポーッマ7ラー（フノソポ技研製〉．．

耀㈹ヤス紛〔嘲Wマウントストワブランプゆ．〔注5｝

㎜215石5用59Wタイヤ
i罵羊＝仏工桀製［「RANPA了H．MPSPGRτSJ〕．．

冒用16ρチ光輝ア，傷口「ド麻子一’レ．一．．．」．

安全〆メカニズム

逼転席・助手席SR5エァバッグシ孟テム

AB5〔．アンチロック．ブレーキシステム）

ブレーキアシスト

●匹判ミ汐瑚獅謝一珊騨ト｝．●運騒匿テンションリデューサ一直F帳｝鼠シートベ」レト●幼

D細則3⑳一杯昂ト●セカンド・サート　　トE醐

ﾙ野トペルト‘猫｝●チ暫イルドシート齪嗣吋シFrトベ乃ト〔肋ンド・サードシー階潮y●フロント舛．

繼r一団躰アンか●細シー団職緬．
D野卸●L日測しイマ卯トスけフランプ●サイ冊ム

EBD．〔電子制御制動力配分システム）

電子制御エンジンマウント @vq30DE
；．；コ≒八イド襲スベ＝ウヨブ（ブヒゴシド勉リヤプー．．一．“

フロントベンチレーテッドディスクづ．レーキ

その仙

寒渚．地仕様庄な内客●ワイパーデァィサー〔辮でワイパーブレードとフロント”ラスとの氷結を

ﾀかす袈罰です）●エンジン浬動ヒーター付ドアミラー〔キャンセル機構付⊃●エンジン遅動熱線リ

сEインドウ（キャ．ンセル機構付，●リヤヒーター●大型バッテリー」

専用メーカーオプション　フロントビスカスLSD⊂リミテッドスリップデフ） 2Wロ車

■プレサージュ「ライダー」主要諮元

ライダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輌

V元

2WD 4WD
OR2．5DE＜N∈0＞　vq30DEζN．EO＞ QR25ロE．＜NEO＞．

●ベース累準名型式 ニッサン丁A・TU20　ニッサン6H－HU30 ＝ッサンTA・TNU30

●運転タイプ〔画種記弩）

フルレンジ電子昭碧4達オートマチック［E・AT魍．【コラムシフト｝騨鵬IJ3酬nΨ舶Z　τLHA㎜肝陥配　T醐匡U．脚婦￥触Z

●寸法

全長X金幅X全高　　　　　　　　　　　mm 4845x1770×17DO＜尋用大型リヤスポイラー装着車はモ710＞

窒．内寸法　長X幅X高　　　　　　　　　mm 2890xT4BO×1200くツインサンルーフ蓑開戸は115Q》

ホイールベース　　　　　　　　　　　由m
2800

トレッド前穫　　　　　　　　mm 1535／15含O　　　　　　　I5q5〆1515

騒唖地上高　　　　　　　　　　　　mm 135

●重量・足貝

車両重屋　　　　　　　　　　　　　　k9 T560　　　　　　　　1630　　　　　　　　1650

．渠日足貝　　　　　　　　　　　　　名 7（スプリット式ベン．チシート装着車は8名）

軍両紛里量　　　　　　　　　　　　k居 1946　　　　　　　　2015．　　　　　　　2035

●性能

墨小回転半径　　　　　　　　　　　　　m　　　　　　　　　　　　5．7

●賭装置

駆動方式 前輪駆動　　　　　　　　4輪駆動

ステアリングギヤ形式 パワーアシスト付ラッタ＆ピ＝オン式

サス．ペンション　前 ．独立懸架ストラット式

．〃　　　　後 マルチリンクビーム式　　　　独立糠．マルチリンク式

主ブレーキ　前ノ後 ヘノテ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 2砺／55R7697v
●スプリット式ペンチシート装震車（メーカーオプション）の車両重目は10k8．職垣猛は65k．呂増加します。

●本踏．元に記載されている車両は全雍3ナンバーとなります．

■エンジン主要諸元　　　　　　　　　　　　　　　　　　1〕は4WD車

賦 QR25ロE（．NEO＞＊ VQ300E＜NEO＞．

種類シ」ンダー数 00HC・直列4気筒 00HC・V型B気筒

シリンダー内径x行程　　　mm 89．ロ×100．D
．9．

R，0x733

総排気風　　　　　　　　　　L 248．巳 2，987

圧痕比 9．5 10．0

最高出力　　　kW〔PSソ甲m 121（．］65）ノ6000 162〔220）！6400

塵穴トルク　　N・巾（kgm》〆r口m 233（23．8）！4000 279（．28、5）〆4400．

燃料供給装回 ニッサンEGヨ（ECOS）電子制御燃料阻射装置

便用燃料・タノク容量　　　　　L 無躍ノギューラーガソリン65（6α　　無鉛プレミアムガソリン・65艇

本軍両には「使用燃料」に記競されている儒料をご使用くだきし・r揖定以外の煤料をご便用になると．不具合が発生ずる恐れが

あります。尚．播定以外の儀料をご使用になったために範生した不具含は無償保証の対象とな」堆せんので．ご注意ください。

●この力．タログのエンジン出力表示はすべて「ネット値」です．

●コ＝ンジン出力表示にはネット値とグ〔1ス値がおります。「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摺載した状態とほぼ同条件で潤定したものです。同じエンジンで測定した霊台r「ネット」は

「グロス」よDもガソリン自動車で．約15％程度低い値（自工会調べ）となっています。

〈国際磁位系（S1三工スアイ）によ尋エンジン出力・トルクの表記に⊃いて〉

計量卑下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「kWlキロワット）玉エンジントルク

単位「k馴」ば「N・mにユートンメートル）」のSI単位とします。

なお．神采単位かう51単位への換算埴は凍のと謬づです。数値は竪数単位琴でとレ、小数点第1位を四捨酒入します。

1PS≡D．7355kW　lkgm＝9．806．65N・m

粥vq30DEエンジン摺蔵車には陥プレミアムガソリンをこ使用ください。なお．照鉛プレミアムガソリンが．入手

てきない場合、無鉛レギュラーガソリン．も使用で琶ま写が、エンジノ出力低下等の現無が発生しまず。

串良．低輸出ガス車（β一LEV）認定（平成12．年排出ガス規制値25％低減レ．ベル）

　ただし．持込．み贈の㌃め環壇配醇化〔ツリーン化）撰剛は遇用．ごれません．

■変速比・最終減速比

トランスミシショ．ン フルレンジ電子二二4三二ートマチッ．ク［EAT灯

エンジン QR25DE＜NEO＞　　　　　　　　　V口30口E（NEO＞

変速比　　　　　　　　　第1還 2，785

〃　　　　　　　　第2鷹 1，545

〃　　　　　　　　　　第3速 1，000

〃　　　　　　　　　　第4運 0，694

〃　　　　　　　　　　徴退 ．2272

最絡城速比 4．087　　　　　　　　　　　　　　　3．789

崇ライダーはエアロパーツ装壌のため．．緑．．石や段差の大きな場所や不整地路等では創面などと干渉サる場含が

　あζ〉ます，あらかじめこ承知おきくださし㌔

●本曲両は持込み盆蹟でオーテック椴いとなD審す甲

■ボテ’イカラー 〔．3P｝1ま3コートバール、〔M）1よメタリックの略です．内蒙色はカフェラテ＜G＞です．

◆1．◆図題それぞれセットでメーカー孝プシ雪ンとなDます。〔注D．ナビゲーションシステム曲調軍は．．インストア・ンパーポックλが装偏されません．

【注2｝ラゲンジアンダーボツクスの収靹スペース均「小さくなります．〔注3）MD・CDオートチェンジャー対応．撒能1♂ディーラーオプションのMD宏た

はCDオみトチエンジャー．を装緬した場合に作動し瞑す。〔ま4，キャ7テンシート装溜車は装備されま世ん．1注5｝オーテック扱いオプションの専用

大型リヤスポィラー壱お選びにならない場合は．べ’一ス距「CO」に憬準装聴のリヤスポイラーが衷層されます。〔注6｝DVOビデオ再生に障対応し

ておO冒せん。宰「カブロンL」はアキレス株式会社の登録商標です，

●「メr力噂オプション」、「オーテック扱いオプション」ぽこ注二時に甲し翌けまず。メーカーの工唱、オーテッ．クで装着するため‘こ注文匿はお受け

できませんのでご了承ください．●本迩両は置型以外のメーカーオプションの齪．がございませ掲のでご了承ください』

口表内の限又字「よ新蜀円快適笹能「インナーグリーン上の護鳳です．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」．一　．．．．．．．．．．．．．．．一．．一．．．一一．．」

ホワイトパール（3PX＃QX1・特．別塗装色〉　　ダイヤモンドシルバー（M）．＜＃KYO＞

■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　●專用ラプッジフロアカーベット

L

噌

日産自動車林式会社
　　　　　　　來京都中央．区画座6丁目1ア番1．号．

スピードおさえて．いし運．転2

シートヘルトとチャイルトンートを忘れずに。

お問い．合わせばブレサージュ取り搬い賑亮会社または下記フリーダイヤルへとつそ。

お客様相談室
月一二二0120－315－232
1祝日を瞭く）9＝00御12：QO　13：00剛1ア＝Da

土曜　日曜　寵日のβ買短．．鱒凝は．

日産インフォメーションセンター

土・日・祝面薗0120－838－23．2

9　00附12＝OO　13：00即16＝00

夢力f今…療吻〆ご

ノ電U「r1Eε＝H

お間い含わせ・：更更に下．記へお願いいたします．

株式会社主唱テリクジャパン
〒2． T3－8571神議円環凋rケ瞬磁4－2
聯　　〔046．7，巳7－8　0　0　1
http＝〃www．autech，co．jpノ

h．ttp＝〃WWW，hi8san．co 」p！；灘望職灘灘尉網羅i織醗畿雷雛薯緩騒藷． AJ．PR4．02D2N4

　　　　UBO404
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