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■セレナ「キタキツネ」主要装備一覧
　　　　ロキタキツネ特別装備　□標準装備

Eコメーカーオブション（ご注文時に申し受けます）

キタキツネ

8人乗り

全車標準装備

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　車種

部

標準ルーフ1八イルーフ

QR20DE（NEO）
2WD14WD

■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カント手口竹，スライドドア・リヤサイド・パンクドア｝

●サイドガラスフリヅプアウト

恃M線リヤウインドウ（タイマー付）

怎nロゲンヘッドラン＝ノ

怩tVカットガラス（フロント）

恪L角ドアミラー

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Dント無段間けつ式ワイパー

リヤワイパー　　　　　　　　　　　　　　〔注1）

キセノンヘッドランプ〔ヘッドランプレベライザー付）

朋2ロントあ駄鞠八回グノ；財餓ラノ＝プ

■運転席まわり

ロッ　　フロン チルトステアリング

1響用繍㍊暑クコ躍ス澗リジグニ驚
リモートコントロールエントリーシステム（作勤確麗機能付）

●フユーエルフィラーリッドオーフナー
b唄綴弼窒白銅陽紹伽ト．謬究贈㌘鷲与駕温語謎霧乏一

ｩ虐難霧
専用木目購フィニッシ愈（7回ント）　≡‘

助手席バニティミラー

パワーウインドウ（フロントドア、スライドドア）（耐水タイプ、

ｻ転席はワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付）

■空調

●クリーンフィルター わ沌一刀画一ト工刀ン十り材一トクーラー＆リングダイヤ磁づ一］ントロール

リヤヒ一口ー 4WD　2WD〈◆〉
■オーディオ

．●ガラスアンテナ CD一体AWFM電子チューナーラジオ〔160W、4スピーカー、FM

_イバーシティ、MD・CDオートチェンジャー対応機罷付〕　〔注2）

辱用m〃ナビグーシ雪ンジステム〔DVD方式、7イノチワイド液昌

cjタ咄WK£〔FM多口｝臨，押チューナー　　　　（注3｝

■インテリア

キー遠田室内照明システム．

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　（注4）

ラゲッジルームランプ

●グローブポヅクス

怎Xライドドアポケット

｡どこでも庚皿（脱着式後席灰皿）

怎宴Qッジサイドフック（2個）

怎宴Qッジフロアフツク（4個）

怎`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

フロントセンターテーブル

ロノ煉　　一　　一一了一 スウェード調ク．ロス

サイドトリム セカンド 樹脂

サード 樹脂

インストロアボックス

専用ラケウジフ回アカ轡愛蝕㎜勒竺　話▲1
リヤロングユーティリティグリップ（コートフック付）

カップホルダー〔フロント2個＋セカンドボトルホルダー2目十サード1働

■シート

㎜シ贋門地｛掴細断幸田1藤獺似部｝毒 労ルラ漸．ス躯→嘱ク賦コンビ●マルチスライドシート（セカント）

運転席・助手席アームレスト

シートバックポケット（助手席）

直澱糖ダピトレイ（助鴇仁一．一　　　．

セカンドシート
スプリットタイプ（5＝5分割・脱鱈式

E対座機能．・シートバックテーブル付）

．　　「

解臨ジ弓髄r．．膨チアヴ7舛フ　　　　　鱗蕩．

層外装／タイヤ・ホイール

両側スライドドア●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）

ス
旱
募

リモコンオートスライドドア（挟卵込み防止機構付）働手席側）

隅一トクロージャー（運転塾側）

パノラマルーフ＋リや大型ルームランプ＋大動レーフスポイラー〔注6）

．．專用フ0ントκン’←ゴ『　　．』一　　『　　　1

尋用フDントグリル⊂バンパー一体型）

専用メッキフィニッシャー

．専用ボディサイドストライ熟ネーミンクステノカー

カラードドアアウトサイドハンドル

八イルーフ専用ルーフスポイラー （注7）

15インチブルホイールカバー

■安全／メカニズム

運転席・助手席SRSエアバッグシステム

ABS〔アンチロックブレーキシステム）

ブレ～キアシスト

EBD（竃子別御蒲動力配分システム）

●運転席シ轡トベルト非着用時警告灯．●前席ELR付3点式シートベルト

怎tロントシート上下鯛際式シートベルトアンカー

怎`ャイルドシート圏定搬構吋シートベルト

@（セカンド・サード左右2席）．

怎Tイドドアビーム（プロ￥ト・スライドドア）

恃ｪイマウントス． gッブランフ〔パックドア組込み）

怎tロントベンチレーテッドディスクブレーキ

パックビューモニター（カラー）

プロ．ントシートロードリミッター付ブリテンショナーシ」トベルト

セカンド・サードシートELR付3点式シートベルト〔中央席は2点式）

フロントビスカスLSD（リミテッドスリップデフ） 2WDの寒冷地仕様とセット

スタビライザー（フロント）

■線冷地仕様
ワイパーデアイサー、ヒーター付ドアミラー、大型バッテリー等　　　　◆（注8）

■セレナ「キタキツネ」主要諸元 （）はパノラマルーフ装着車

2WD　　　　　　　　　　　　　　4WD

QR2QDE（NEO）
　　　　　　　　　　　　　車種

伯ｳ

標準ルーフ　　　八イルーフ　　　檬準ルーフ　　　八イルーフ

キタキツネ

●ベース車車名型式 ニッサンUA－TC24　　　　　　ニッサンUA－TNC24

●運転タイプ［車種記号］

ハイパーCVT〈無段変速機〉
EDAARFVC24
dDAP4AAZ

FDAARFVC24
dDAP4AAZ 一 一

フルレンジ躍子制御

S速オートマチック〔E－A豚〕
一 一

EDANR．FBC24
@EDAP4AAZ

FDANRFBG24
dDAP4AAZ

○寸法

全長　　　　　　　　　　mm 4650　　　　　　　　4610　　　　　　　　4650　　　　　　　　46．10

全幅　　　　　　　　　mm 16．95

全高　　　　　　　　　mm 1825（1885）　　　　　1940　　　　　1825（1885）　　　　　1940

室内寸法　長　　　　　mm 2695

〃　　幅　　　　　mm 1470

〃　　高　　　　　mm 1300（1335）　　14Q5（1380）　　1300（1335）　　1405（1380）

ホイールベース　　　　　mm 2695

トレッド前／後　　　　　mm 1480／1465

最低地上高　　　　　　　mm 160　　　　　　　　　　　　　　155

●定員・璽量

単両重量　　　　　　　　kg 1560　　　　　　　　　1570　　　　　　　　　1610　　　　　　　　　1620

乗姫定艮　　　　　　　　名 8

箪両総重量　　　　　　　kg 200．0　　　　　　　　　2010　　　　　　　　　2050　　　　　　　　　2060

●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 パワーアシスト村ラック＆ビニオン式

サスペンション前／後 ストラット式／トレーリングアーム式マルチリンク

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 195165R1591S
●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」とはエンジン

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措載した状態とほ1ま同じ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」よりもガソりン自動車で約て596程度低い値（自工会調べ）となっています。

■エンジン主要諸元

型式 QR20DE（NEO）＊

種類・シリンダー数 DOHG・直列4気筒．

シリンダー内径×行程　　　　　　　　　　mm 89，0×80．3

総排気量　　　　　　　　　　　　　　　　L 1，998

圧縮比 9．9

最高出力　　　　　　　　　kW（PS〃rpm 108（147）ノ6000

最大トルク　　　　　　　　　　N・m〔kgm〕1rρm 198（20，2）14000

燃料供給装置 ニッサンEGI〔ECCS）

使用燃料・タンク容量　　　　　　　　　　　　　　L 無鉛レギュラーガソリン・60

t

本車両には「使用燃料」に記載されている燃科をこ使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不艮禽し

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D濡せんので、ご注意ください。

〈国際単位系（Si＝エスァイ）によるエンジン出力・トルクの表記について〉

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・rn（ニュートンメートル）」のSI単位とします。なお．従来の出力単位「PS」およびエンジントルク単

位「kgm」からSl単位への換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。

1PS＝0，7355kW　lkgm＝9，80665N・m
＊超・低排出ガス取（U・LEV）認定（平成12年排出ガス規制値75％低減レベル）

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。

■変速比・最終減速比

ハイパーGVT フルレンジ電子調鱒4適オートマチック〔E・ATk〕
　　　　　　　　　　運転タイプ

ﾏ速比 QR20DE（NEO）2WD QR20DE（NEO）4WD

変速比　　　　　　　　第1速 2，785

〃　　　　　　　　　　第2速 1，545

〃　　　　　　　　　第3速 2．326～O．434 1，OOO

〃　　　　　　　　　第4速 0，694

〃　　　　　　　　　第5速 一

〃　　　　　　　　　　後退 1，586 2，272

罎終減速比 5，743 4，425

●

’

◆はセットでメーカーオプションとなります，ただし、〈◆〉は単整での選択が可能です，

〔注1｝寒冷地仕橡はスチール製となり形状が巽なります．，〔注2｝MD・CDオートチェンジャー対応機撹はディーラーオプションのHDまたはCDオートチェンジャー奄装着した唱台に作賠

します。〔注3〕DVOビデオ再生には対確しており吉せん，〔注4｝パノラマルーフ装着車はUや大型ルームランプとなDます，〔注㊧サードシートマルチアッブタイフはスライドしません、

（注6）標準ルーフのパノラマルーフ装着繭は全高が60mm轟くなDます、八イルーフ車は標準型議の八イルーフ専用スボイラーと変更ありません，〔注7）ハイルーフ寧のみ装荊と

なります。（注8）2WD車1ま「リヤヒ一匹ー」とセットオプションとなります，

壷隈水効果は承久的なものではありません，勃乗が落ちた助は、糧水スプレー｛市賑晶1を使えば．ある程度回復します．

●「メーカーオプション」はこ注文蒔に申し受けます，メーカーの工墳で装着するため、ご注文後はお愛けできませんのでご了承ください，

＊熱心でワイパーブレードとフロントがラスとの氷話を溶かす装置です，

口衷内の縁悪文宇は新室内侠逸性能「インナーグリーン」の置旧です

●本二二は持込み墨銀でオーテック扱いとなります。

PHOτO　l八イルーフキタキツネ（2WD＞。ボディカラーはアクアマリンブルー（M）スパークリングシルバー（M）〈＃12A・特別塗鞍色〉〈キタキツネ専用色〉。

■ボディカラー

ホワイトパール（3P）　　　　　　　　　　ダイヤモンドシルバー（．M）

〈＃QX1・特別塗装色〉　』＿＿＿．．．、　盛＜＃KYO＞

L＿」
（3P）は3コートバール．（M）はメタリックの略です。内二色はカフェラテ＜C＞です。

rl二：π】ζ良とΣ膠二三・

　　　　　　　　　　〈＃12A・特別塗．装色〉

　　　　　　　　　　〈キタキツネ専用色〉

■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 ●専用ブランケット

●専用プラスチックバイザー
（グラデーションタイプ）

｝

「

日産自動車株式会社
〒104－8023東京都中央区銀座6丁目17雷1号

www．nlssan．coJP

お問い抗わせはセレナ取り扱い販売会社、または下記フリーコール．（携帯・PHSも対応）へどうぞ。

「お客様相談室」

月一金㊧0120・315－232
〔複日を除く〕　9＝00～12＝00　13＝00～17：00

土曜日曜祝日のお買物相麟1ま

「日産インフォメーションセンター」

土・日・祝⑧0120・838・232

　　　　　9：00～12二〇〇　13；00～16＝00

ノ耳U7Eε＝H

お問い舎わせ・ご相談は下記へお願いいたします。

株式会社オーテックジャパン
〒253－8571．神奈川二二ヶ崎市萩園824－2

謹上き　（0467）87－8001
http＝〃www．日utech．coJp／SV／

スピードおさえて．いい運転。　　　　　　●このカタログの内容は2002年9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。

シートベルトとチャイルドシートを忘れずに。●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。
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