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■ウイングロード「ライダーアルファH」主要装備一覧〔＝］距カー才フ狛ン催蜘諌頃魔引［コ牙吻颯磁軸ン〔晦鰍糺鉗劃

○τは322350円◆21訓5750円のセット画格と庖O歯す【潤胃税込毒》
●「メーカ心願＝7ンヨン」「オーテツジ鍛いオフソヨン」の価椙ぱ灘込み価檀となります

●「メー二一オフソヨン」「オrテ，ク操いオフソヨン」の価権1まメーカー桶望小売盾梧でサ価絹1踊蹴が独自に決めて醇0召ず⑳でそれぞれの

　眼売孟社にお問いaわせくた細い
●「メーカーオプション」「オーテック扱し冴プション」はζ注交時に甲レ愛げますメーカーまた槍オーテンクで籍借ず轟拒葱こ駐文垂はお愛けでき

　表せねのでこ7旧く韻さい

★日日オリジナルナビゲーション【ディーラーオプション｝萄己用意して8Dますので．絆しくはオフショナルパ

　ーツカタロヴをこ皿く躍さい。
榔不可脚です2く注わインテリジェントキーはリモート；］ントロールエント］一シスデム機能付となります。

〔注2）カーウィングスナビゲーションシステムIDVD右式アを瓢しな弔翻ま、携鞭用トレイび頚偏され2膣武
にぽp蔭丁．1注ヨ功一ウイングスナビゲーションシステムIDVD方減｝，奪用HDDナビ学一ションシステム、日

用サウンドシステムを中角した場台は制定が料りません。【注4，スビーカーハーネス．アンテナは鏑古れ畜
亙．〔注5〕「カーウイングスナビゲーションシステム〔DVD励」「専用HDDナビゲーシgンシステム」「専用リ
ウンドシステム」の岡隠醗はできません，（庄6，DVDビデオ！オーディオは誇生できま甘衡。織ア）力＿ウィッ

グスナビゲーションシズテム〔D》D方式L等用HDDナビゲーションシステム．再用サウンドシステムを羅眉し㌃
二合インストアシパーポックス亡り．ンド付〕ぱ藪慨されまぜん．f注醗メ一曲一跨7シヨンのカーワイングスナビ

ゲーションシステム〔DV口方式）せ藪漕し噛カーウイングス無料サービスにお申し込みい乱疋くと、彊民盈録センタ

ーよ。通値ケープ！レ1本のみ無償でお．けいたし審ヌ「。ハンズフリーフオンの｝こ利用いただく画竜の遇盧ケー

ブル｛ディーラーオプション1は別売口とな摩まサ．通阻ケーブル1臥塊崇電話の通偲右法によっτ仕顧が誕¢り

ます．ワイヤレス匿続のBI］Bbo甘h蟹ハンズフリー購は．臼lu巳【Oo郎対応の携帯電話のみ鳶利用し、障だ1，ます，携

二二によって1ま噸利用でき芯し、機檀む「函Oますので．詳しくはカーウィングλホームベージζWWW．n18蘭n一

㎝hVlng5．oom7の「齢り…扁隔垢一覧1でこ砲認い㌃だくか・カーうイつア皆践イサーに電問い倉わせく把室い・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⊂注1ωWMAはバージョンによつては葭駐9｝C創まティ添クの種顯に虞っては酉生できない煽合が面O承すh
生蕊募い場呂があり講肌慌1t）4WD国ま形状が異なり論腫が少榔なりまサ・姓12，蹴仕撮のリヤ
ワイ’曜一はスチール製となり形状が異なDます．【注13堆WD・HR15DE卑［ま2個、2WD・M鰹180団耳、4WD獅
は1個装慣ぎれ蓄す。メーカーオプションの魏により個凱は増減します．〔注14）ダブル7リテンショナーとは，

前席2Xテージロードリミッター付ブリテンシヨナー1爾べ山卜細とラツフアウターフリテンショナー囲）の

ことを担します、．

●本商品にはシャープ株式会社のプラズマクラスター肢褥を挺載しで話Oます」ラズマウラスター．ブラスマウ

　ラスターイオンおよび円己5m総1曲t田はシサーフ檬式会社の量録而撮です．

●Blu日100聖hお占び日be㈱thロゴは．細副u前。前h　SIG．廟nC、曜呂醐です．

●カーウイングス’CARWING8は日酪目舳血株式盆祇の蹴豪商闘τす。

霧蟹襯鷲諏鰯弩馨磁臨購匿翻講難驕．酬腿1、職及
　　　ぼす纏れがありま凱辞しくは．齢こお間い舎ねせ（だ庭い．

q期の縁文撃［棚悶院四「インナーグリーン」の闘です，

■ウイングロード「ライダー刀レファE」主要諸元1∫蝸嚴菰讐究翌繍

ライダーフ拓つア且　　　　　　　　　　　　　靴

q
2WD

e・4WD
HR15Dε　　　　MR150E HRI5DE

●ベース孤距名型式 ニッサンD獣・Y12　二．ンサンD臥JY12 ＝ワ廿ンDBA・NY12

●車種記号
〒D］AR卜臣Y12　　TD6ARHWY‡2

dDAτB6畠Z　　　EDATBOOZ

TDUNRHAY12

dDATβ㊤βZ

●師タイプ

エクストローック（M－M5　　　　　　　　　－　　　　　　　　　O　　　　　　　　　一

エクズトロニックCVT〈簾腿臨旗〉　　　　　　●　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　＿

フルレンワ騨罰一ト万ック【E嬉丁ロ　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　・

●寸監

銀x金幅κ£闘 4475冨16肺川4日5（1495＞　　　41笛区1晒躍151凶5鋤

室口止班匿K顧蕉高　　　　吊m 205肚X1395N1210

ホイールベース　　　　　　　　団m
2600

トレッド麟／匿　　　　　　旧m 1475随4ao

鳳騨上閣　　　　　　　　mm ，胡　　　　　　　　140　　　　　　　　160

●阻躍・足貝

里両罰　　　　　　　　㎏　　　1220　　　　　1260　　　　　1300
康直足員　　　　　　　　　　名　　　　　　　　　　　　　　5

畢両難皿　　　　　　　　　　k　　　　　1495　　　　　　　15衡　　　　　　　妬75

●性膿

胚小團畔径　　　　　　　m　　　　　　　　　　　52
●軍学薗

駆勤方式 前鞭動　　　　　　　　　電動4WO
Xテアリングギや形式 」（ワーアシスト付ラック最ビ；オン筑

サスペンション　前／褒 独立馳架ストラヅト式〆トーシヨンビーム式

主ブレーキ　前／復 ベンチレーテッドディスク式／り一ティングトレーリンダ式

タイヤ　期・匿 195’55冊687V

璽エンジン主要諸元　■変速比・最終減速比

奈ペース翠〔2Wp・HR15D巨駁＝↑5Rみ2WD・MR旧DE賦怜RX，e・4WD・HR15DE車二15脳FOURIと同
　空士です。撮準車力タログ毛あねせて己覧くださし、←

●纐閥導引副贈でオーテック搬いとなります．

日産自動重株式会社
〒104－8023　粟京弱幽幽区鰹座O丁目17苗1号

www　autech　IP1

お問い合わせ眩お近くの販売会社

または下記フリーコール（携宙PHSも対応｝へどうぞ。

オーテンク㊧0120－116－52ア
コールセンター　＞〉曼｛寸時間goq～1800

　　　　　　　　〔月一盆〔祝日を餓く，，

株式会社

　〒253－Bε71

オーテツワジヤパン

神須川県茅ケ尚市載阻824一㌍

お間い舎ねせ・こ旧麟内冨にコ迂ましては護5冨富ま対応や風岡向まのためi‘記日し活用させていただし、τおります．ま配．同苗会社響かうこ逗苔させていただくことが適切と判断した三審は

必要な緬囲で情報を開承し．当該販堀会社等から循習さま1ここ辺噛をとうはτいただく場合もこざいますので．あ5びじめご了承ください，な畝当社股く∫株式会社画一テックシャパンにおける

岡人情租の皿D扱いに関する鼻細1ま．上紀「オーテックジャパン十一ムベージ」に掲載してむります，

スビ＿ドおさえて．いい運転，　　　　　　●このヵ夕ログの内属は2005隼5月現蕉のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあDます．　A」W15．0505N1
シートベルトとチャイルドシート層忘れずに．●ボディカラーおよび内袋色は．印刷インキや搬影条件などから．実際の色と異なって見えることがあゆます．　　　　c姐YD

　　　　　　　　　　　　　　　　　　●本カタログに掲縦されている写翼の一郡は台成写翼となります・
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必要な緬囲で情報を開承し．当該販堀会社等から循習さま1ここ辺噛をとうはτいただく場合もこざいますので．あ5びじめご了承ください，な畝当社股く∫株式会社画一テックシャパンにおける

岡人情租の皿D扱いに関する鼻細1ま．上紀「オーテックジャパン十一ムベージ」に掲載してむります，

スビ＿ドおさえて．いい運転，　　　　　　●このヵ夕ログの内属は2005隼5月現蕉のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあDます．　A」W15．0505N1
シートベルトとチャイルドシート層忘れずに．●ボディカラーおよび内袋色は．印刷インキや搬影条件などから．実際の色と異なって見えることがあゆます．　　　　c姐YD

　　　　　　　　　　　　　　　　　　●本カタログに掲縦されている写翼の一郡は台成写翼となります・
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