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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［＝＝］Kid’sバ」ジョン特別装備

■セレナKidlsバージョン主要装備一覧E＝コ標準装備［＝＝コメーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

Kidlsバージョン
全車標準装備

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　車種

部 後席テレビ付車

■視界

UVカット断熱グリーンガラス（フロントドア）

プライバシーガラス〔UVカγト擾髪付上スライドドア．リヤサイ欧バ7クドア〕

●サイドガラスフリップアウト

恃M線リヤウインドウ（タイマー付）

怩b．S．R．ハロゲンヘッドランプ

怩tVカットガラス（フロント）

恪L角ドアミラー

電動リモコンカラードドアミラー 格納式 格納式

防眩式ルームミラー

フロントワイパー 無段間けっ式 無段聞けつ式

リヤワイパー

リヤアンダーミラー　　　　　　　　　（注1）

■運転席まわり

チルトステアリング

ウレタン4本スポークステアリング

リモートコントロールエントリーシステム（作動確認機能付）

●集中ドアロック●フロントドア大型ポケット●フユーエルフ

Bラーリッドオーブナー●抗薗仕権〔ステアリング，シフトノブ．

f寸一キングブレーキレバー｝●パワーステアリング●フロント

Jップホルダーく2個〕●フロントドアミニポケット●コインポ

Pット＆カードホルダー（蓬転席側1●3モード液晶オド・トリフ

uメーター付コンビメーター●ダブルホーン●シフトポジショ

塔Cンジケーター●キー抜き忘れ警報●ヘッドランプ消し忘

鼬x報●燃料残量警告灯●フロント昇降グリップ●半ドア

x告灯●マップランプ〔ドア逗動）●ピントサイン

“　　　　一　　　　、　一

nニァイミフー 運転席・助手席 運転席・艀麿

パワーウインドウ（耐水タイプ、運転席はワンタッ

`、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付）

フロントドァ・

Xライドドア

フロントドア」

Xライドドア

■空調

●リヤヒーターダクト オゾンセーフフルオートエアコン十

潟сIートクーラー＆プッシュ式ヒーターコントロール

ミクロガードピュァトロン（フロントエアコン組込みタイプ）．

リヤヒーター

■オーディオ

カセットー体AMIFM電子チューナーラジオ

iデジタル時計組込み、4スピーカー〉

ナビゲーションシステム

kFM多重放送（VICS、文字多重放送）、バックビューモニター付〕

専用オーディオ　　　　　　　　（注2）

kMD一体AMIFM電子チューナーラジオ（120W）、デジタ

去梃v組込み、6スピーカー、CDオートチェンジャーコントロ

[ル機能付、ダイバーシティガラスアンテナ（TV十FM）〕

◆ ◆

後席テレビ（8インチワイド液晶モニター、ウイヤレスリ和ン、

ｹ声多重チューナー、ルーフ取付型ダイバ〒シティアンテナ零り

．ビデオ端子

■インテリア

キー連動室内照明システム

セカンドシートパーソナルランプ＆サードシートルームランプ

ラゲッジルームランプ

●どこでも灰皿（脱着式後席灰皿〉

怎宴Qッジサイドフック（2個）

怎宴Qッジフロアフック（4個）

｡チャイルドセーフティドアロック

怎Xライドドア昇降グリップ

怎{トルホルダー（スライドドア〉

怎Tードシートサイドカップホルダー（2個）

電動カーテン（リニアモーター式）

オートクロージャー（スライドドア）

電源ソケット（センターコンソールボックス部）

トラッシュボックス

ラゲツジトレイ

後腐尾スボ7トランプ〔観飾光軸醗洋瓦、灯体1個：十ベース幽）

ラゲッジネット

天井ネット

．電源コンセント．（AC100V9100W）

ブ自．ント・セカンド 専用クロス 専用クロス
サイドトリム

サード 棚自 樹脂

リヤロングユーティリティグリップ（コートフック付．）

■シート

専用シ」ト生地（カブロン脚パ」トナー伽2コンゆ

アームレスト 運転席働手席 運転席軸舘

スプリットタイプ（5：5分割・脱着式・対座機能付）

セカンドシート

シートバックテーブル

サードシート マルヂアツプタイプ己．

■外装／タイヤ・ホイール

両側スライドドァ●カラードバンパー

怩P95／65R1591Sラジアルタイヤ

怎Xペアタイヤ（応急用タイヤ）

専用．ボディサイドストライプ

専用ネーミングステッカー

カラードドアアウトサイドハンドル

ハイルーフ専用ルーフスポイラー

15インチブルホイールカバー

■安全／メカニズム

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〉

ブレーキアシスト

●運転席・助手席SRSエアバッグシステム●運転席

Vートベルト非着用時警告灯●前魔ELR付3点式シ

[トベルト●フロントシート上下鋼整式シートベルトア

塔Jー●セカンド・サードシートELR付3点式シートベ

泣g（中央席は2点式）●チャイルドシート固定機構付

Vートベルト（セカンド・サード左右2席〕■サイドドアビ

[ム〔フロント・スライドドア）●ハイマウントストップラ

塔v（バックドア組込み）●スタビライザー〔フロント・

潟пj■フロントベンチレーテッドディスクブレーキ

フロントシートロードリミッター付ブリテンショナーシートベルト

バックビューモニター ◆ ◆

LEV ガソリ．ン2WD． ガソリン2WD

■主要諸元 〔　〕は後席テレビ付車

2WD 4WD
SR20DE　LEV SR20DE

　　　　　　　　　　　　軍費

伯ｳ

ハイルーフ

Kid「sバージョン

●ベース車車名型式 ニッサンGF－PC24　　　　　　ニッサンGF・PNC24

●運転タイプ ハイパーCVT〈無段変速機〉

●車種記号 FBYARJVC24ED8P3A〔B〕AZ　　FBYNRJVG24ED8P3A（B〕AZ

●寸法

全長×全幅×全高　　　　mm 4520×1695×て940

室内寸法　長×幅×高　mm 2670×1470×1405

ホイールベース　　　　　mm 2695

トレッド　前ノ後　　　　　mm 1480月465

最低地上高　　　　　　mm 160　　　　　　　　　　　　　　155

●定員．・．重量

車両重量　　　　　　　kg 1610　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1660

乗車定員　　　　　　　名 8

車両総重量　　　　　　kg 2050　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2100

○性能．

最小回転半径　　　　　　m　　　　　　　　　　　　　5．5
．●諸装置

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ク＆ピニオン式

懸架方式　前～後 ストラット式1トレーリングアーム式マルチリンク

主ブレーキ　前1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 195／65R1591S．

■エンジン主要諸元

型式 SR20DE（2000ガソ．リン）

種類・シリンダー数 DOHC・直列4気筒

シリンダー内径×．行程　　mm 86．0×86．0

総排気量　　　　　　　L て，998

圧縮比 9．5

最高出力　　　kW（PS）～rpm 107（145）！6000

最大トルク　N・m（kgm）．！rpm 186（19．0）14800

燃料供給装置 ニッサンEGi（EGCS＞

使用燃料・タンク容量　　　L 無鉛レギュラーガソリン・60

●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

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

15％程度低い値（自工会調べ）となっています。

〈国際単位系（Sl＝エスアイ〉によるエンジン出力・トルク表記について〉

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

ルク単位「kgm」は「N・m（ニュートンメートル〉」のSI単位とします。なお、「PS」及び「kgm」からSI単位への

換算値は次のとおりです。数値は整数単位求でとし、小数点第1位を四捨五入します。

1PS＝O．7355kW　lkgm＝9．80665N・m
●本車両は持ち込み登録で、オーテック扱いとなります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲覗

PHOTO＝セレナKid’sバージョ．ン。

ボディカラーはメディタラニアングリーンM！プラチナシルバーM．〈＃3W2・特別塗装色〉

《ディーラーオプション》

●チャイルドセーフティシート

’

「．

◆はセットでメーカ乙オプション。＊1ルーフ取付型ダイバーシティアンテナは、ルーフ前部左右2ヶ所に装着されます。

産「カ．プロ顕」、「パートナー⑭」はアキレス株式会社の登録商標です。

（注1）ナビゲーションシステム装着車には装備されません。

（注2）CDオートチェンジャーコントロール機能はCDオートチェンジャー（ディーラーオプション）を装着しないと作動しません。

口口内の緑色日宇は新室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。

●「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．＜ださい。

寒冷地仕様の主な内容（メーカーオプション）●ワイパーデァイサー◎●ヒーター付ドアミラー●大型バッテリー等

P（プレミアム）タイプ

●ジュニアセーフティシート

E（エクセレント）タイプ※　S（スタンダード）タイプ※

⊂亟⊃　　　（璽⊃
　　※写真のインナーク・ンションは別売です。

　　．，．、

※ワイパーデアイサーとは、熱線でワイパーブレードとフロントガラスとの氷結を溶かす装置です。

メ
総．』

HK（ハローキティ）タイプ

◎’76r‘99　SANR10　CO，，L丁D、

■ボディカラー

ボデイカラー 内装色

ホワイトパール3P〈＃QT1・特別塗装色〉
グレー＜K＞

メディタラニアングリーンWプラチナシルバーM〈＃3W2・特別塗装色〉

（3P）は3コートパール、（M）はメタリックの略です。

■適用表　　　　糟グ　　　　　＼炉7
前席 2列席 3列席 適用目安

項　目
助手席 外側席 中央席 外側席 中央席

取付向き

体重 参考身長 参考年齢

ベビーシート × ○ × ○ × 後向き 新生児～10㎏未満 新生児～75cm以下 維児～生後12ヶ月以下

新生児対応※ × ○ × ○ ○ 後向き 新生児解9kg未満 新生児一73C限宋満 新生児～生舶硝頃まで

× ○ × ○ ○ 後向き 7㎏以上～9㎏来満 65㎝以上～73㎝未満 蟹胡頃穫齢ヶ月隠で
チャイルド

Zーフティシート ○ ○ × ○ ○ 前向き 9㎏以上～18㎏以下 73㎝以上～1㎝㎝似下 生御硝頃～磯頃まで

ジュニアセーフティシート ○ ○ × ○ ○ 前向き 1駒以上～3胸以下 1㏄馴以上団鋤麻満 4歳頃～．10歳頃まで

楽新生児にお使いになる場合は別売のインナークッションとのセット装着をおすすめします。

日産自動車株式会社
〒104－8023　東京都中央区銀座6丁目17番1号

スピードおさえて、いい運転。
シートベルトとチャイルドシートを忘れずに。

お問い合わせばセレナ取り扱い販売会社、または下記フリーダイヤルへどうぞ。

お客様相談室
月～丁丁io120－315－232
（祝日を除く）9；00四12：0013＝OO～17＝OO

日産インフォメーションセンター

土・日画薗0120－838－232
9＝OO～1．2：0013：00～16＝00

夢〃∫今…惑動～ご

ノ4U「rEI＝H

お間い合わせ・ご相膜は下記へお，いいたします．

株式会社オーテックジャパン

〒253－8571禅奈川二二．ケ二二萩園824－2

電話　　（0467）87－8　0　0　1
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