
　　　　　　　　　　　　　　　　　匡＝コライダーアルファ特別装備　［＝コライダー特別装備　□標準装備

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［＝コメーカーオッション（こ注文時に申し畳けます）

■ウイングロード「ライダーアルファ」主要装備一覧［コオーテック扱いオプション（菖主文時に申し受けます） ■ウイングロード「ライダーアルファ」主要諸元

ライダーアルファ 2WD 4WD
全東標準装備

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　箪種

Oレード別装備

ツインカム150D ツインカム18002WD・1500

SWD’1800

　　　　　　　　　　　　　　　　聴

�ｳ
ライダーアルファ ライダーアルファ

匿視界

キセノンヘッドランプくロービーム×レベライザ瑚， ●エンジン型式 QG15DEこNEO） QG18DE（NEO）

フロントバンパー蛆込み可用フォグランプ． ●ペース車車名型式 ；ッサンUA－WFYて1 ニッサンUA・WHNY11

●防眩式ルームミラー

怎Oリーンガラス【UVカット樋能佃

@〈フロントウインドウ〉

恤ｷけつ式リヤワイパー

恃M縁リヤウインドウ

竃動楮納式リそコンカラードドアミラー
●車種酉号 YT1 YT2

フロント無段聞けつ式ワイパー〔セミコンシールド｝
●運転タイフ［坑口記号】

プライバシーガラス〔りVカット断熟糎鮒，

qリヤドア、リヤサイド．バックドアガラス〉

フルレ・蝿・・脚…一・マチ・ク・・…　欝塁鰹　　　欝羅

●寸法
■亜転席まわり／空隅

≦…長　　　　　　　　　　　　mm 4485
zウイトメーター

全鰯　　　　　　　　　　　　　mm 1695
麟纏スポークステアリングけラック／ブルrコンゆ

全高　　　　　　　　　　　　mm 1485　　　　　　　　　　　1490
ガングリッブタイブシフトノブ

室内寸法長x幅x高　　　　　　mm 1840×1420x1205
．奪用フイニツシヤー縦ンターダスター郎｝

ホイールベース　　　　　　　　　mm
2535

パワーウインドウ（全席謝水タイプ、逼転席＝

純塔^ッチ．キーオフ後作動，挟み込み防止機構付）

トレッド前山　　　　　　　　　　mm 1470’1455　　　　　　　　1465’1460

●抗酊仕搬〔ステアリング、シフトノブ．

@パーキングブレーキレバー｝

怎pワーステアリング

怎`ルトステアリング●タコメーター

怎fジタル時計（インストセンター）（注1）

怏t書下ド・ツイントリッフ四一ター（2段褒示

怎Vフトポジションインジケーター

B燃料残鱗畷告灯／半ドア癖歯灯

怎wッドランプ消し謙警報／ギー節忘れ養

怎tユーエルフイラーりッドオーブナー

恟W中ドアロックα（ックドア運動）

最低地よ高　　　　　　　　　mm 130　　　　　　　　　　　　　135

窃暁外キー〔瑠・脇・κ轍二二躍醐（注2） ●重皿・定員

響用アルミペダル 車両璽置　　　　　　　　　　　kg 1可go　　　　　　　　　　1310

フットレスト 乗車定日　　　　　　　　　　　　名 5

三絶ゾンセーフフルオートエアコン 輌総重量　　　　　　　　　　kg 可465　　　　　　　　　　　1585

周　クリーンフィルター像幽三山〕 ●性能

■オーディオ／ナビゲーション 罎小回転半匿　　　　　　　　　　　m　　　　　　5．2　　　　　　　　　　　5、1

●インストポケット オーディオレス ●旛装置

駆動方式 前輪駆動　　　　　　　　　4輪駆動ライダー専用サウンドシステム　　　　幟3〕
e101Nタイプ，団ロ・CD一鰍M’FM肝チューナーラジオ，

D垣20W，ツイーター‘2］｝÷ウー’L一（80W｝，CDオートチェン

Wや一対刷螺†デヲタ剛Lシルバー色フィニ加囎1

◆
ステアリングギヤ形式 パワーアシスト付ラック＆ビ三オン式

サスペンション　前 ストラット式

スピーカー 4◆　　　　2
〃　　　後 トーーションビーム式トレーリングアーム　　マルチリンク〔ウイッシュボーン｝式

主ブレーキ　　前 ベンチレーテッドディスク式
ループアンテナ

〃　　　後 リーディングトレーリング式
丁WナビクーションシステムのVD方式）　〔注4）
k7インチワイド剛胆モニター、テレビ〃〔一ドビュー層暗声ガイ

鴻iビゲーションシステム，FM多厘MGS，文孚鋸倣送｝〕

タイヤ前・後 195’50R1684V

■内障 ■エンジン主要諸元

専用スポーティフロアカーペット 型式 QG15DE〔NEO）＊　　　　　QG18DE〔NEO）喉
カッフホルダー　　前席（2コ｝ 種黙・シリンダー数 DOHC水里直列4気箇

●インストアツパーボックス〔注5）

怎Rインボックス〔右サイド郵）

怎Cンストアンダートレイ●アシストグリッフ

恆O席ドアポケット●前席照明付灰皿

悁父c勿卜〔1飾・120W｝●キー醐駒ス払

リッ附センター］ンソールボックス〔カードホルダー付） シリンダー内径x行程　　　　　　　mm 73，6×巳8，0 臼0．ox88、0

助手席パニティヨラー 錨排気口　　　　　　　　　　　　L 1，497 1，769

マッ7ラ． 圧縮比 9．9 9．5

後席灰皿 胚高出力　　　　　　kW〔PS）’rgm 78（106）’6000 90∈122）’5600

■ラゲッジルーム 籔大トルク　　　　N・m（kgm）’rpm 142⊂14．5＞μ00D 165‘16．8）！4400

トノカバー 燃料聴罪装置 ＝ッサンEGKECCS〕電子制御燃料噴射装置●パックドア少リップ●ラゲッジサイドポックス：2コ

怎宴Qシジルームラング（パックドア通動）

怎香[フフツク（4力鮒

ウォツシャプルラゲツジポード 使用燃料・タンク容臆　　　　　　　L 無鉛レギュラーガソリン・50

ラゲッジフック〔6カ所｝ 本軍記に1ま「便用燃料jに配凝ざれτし、る燃料をご使用くださし㌔招定以銚の燃料をご使用になると、不翼合が発生する恐れ

ｪあります。尚．拍定以外の醐をご使用にな，たために発生した不具合は無償保証の対象となり浮せんので．己注意ください。
關シート

二二シート地＆ドアトリム地【山水加工）　（注6， ジャージ●鯛リクラ仁ング●卿可鼠シートf崩分圃

恆O席上下臨へ7ドレスト●二上㎜へ7阯スト．

恊?漁ストカフ●卿シートリ労イニング闘

フ運薫謝シー　　ター
着場稀シ．トバ。ク翼、、励ク

■外装／タイヤ＆ホイール

二二フロントバン’〔一【団ノットグリル付】

●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．

怎Gンジン出力衷示にはネット値とグロス値があD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」

ﾆはエンジンを輌に頂載した状騒とほほ同条件で測定したもので歯間じエンジンで測定した場合、「ネット」は

uグロス」よDもガソリン自動車で約15％程度低い値（目工会調べ〕となっています。

q国際果位系〔Sl耳工スアイ）によるエンジン出力・トルクの表記について〉

v量単位の国際標準化に伴い，従來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

ﾊ「kgm」は「N・m（ニュートンメートル〕」のSI単位とします。なa従来単位からSI単位への換寡個は次のとおD

ﾅす．三二は整数単位までとし4二二第1位を四捨五入しまサ。1PS≡O．7355kW　lkgm〒9．80655N・m

魔pG15DEエンジン摺載車；超一低排出ガス車〔平成12年排出ガス規制置75％低減レベル）

ﾞQG18DEエンジン搭職車；超一低担咄ガス車〔平成12年排出ガス規制値75％低減レベル）

｡変速比・最終減速比

●カラードアウトサイドドアハンドル

怎Xポーティルーフレール（ブラック）．

怎Xペアタイヤ（応急用タイヤ）

尋用フロントグ1リル＆フードトツ究一ル

サイドシルプロテクター

町用リヤアンダーブDテクター

占用ネーミングエン』ノム

礪用ルーフスボイラー

二手二二径スポーツマフラー〈アペックス製〉 トランスミ．ンション フルレンジ電子剛田4速オートマチック［E－ATx〕

四二ロー八イトサスペンション コ＝ンジン QG1日DE〔NEOyQG15DE（NEQ｝

二日㎝16鮒ラジ賜タイ哲力掛シ占断ンザG助 変量比　　　　　　　　　　第1速 2，861

二三16インチアル§ロードホイール 第2適 1，562

昌昌全／メカニズム 第3逮 1，ODO

蓮転席・助手席SRSエアバッグシステム 第4速 O，697
●フレンドリーアッパーインテリア

恆O二二ードリミッター鉗ブリテンショナーシートベルト

｡後席ELR付3点式シートベルト（中央2点式｝
前席アクティブヘッドレスト 第5速 一

EBD（電子制勝制動力配分システム） 後週 2，310

●チャイルドシート固蹴鮒シートペ乃ト1齪左右2醗
殴二二露比 4，072

ABS〔アンチロックブレーキシステム）

ブレーキアシスト

●前席上一隅監式シートベルトアンカー

怏^転馬シートベルト非瑠用時酷灯
恃ｪイマウントストッブランブ

怎tロントベンチレーテッドディスク式ブレーキ

怎Tイドドアビーム

怎`ャイルドセーフティドアロック

リヤマルチリンク式サスペンション 4WD

フロントスタビライザー

リヤスタビライザー 2WD

涛「ライダーアルファ」はエアロパーツ装賑のため、緑石や段差の大きな場所や不賂地二等では路面などと干渉

ｷる場合がございますgあらかじめご承知おきくださいg●本車両1二百込み壁緑でオーテ．ソク級いと軒Dます．

@80DY　COしOR　躾〔3P賠3］一ト’曜一ル、tM〕はメタリックの暗で弧納装色はブルーイッシュグレー㈹，

@　　　　　　　∠『覧目図　ホワイトパール〔3P）　　　　　　ダイヤモンドシルバー（M）　　　スーパーブラック

胴その他

寒冷地仕様化一ター吋ドアミラー，ワイパーデアイ

Tー〔｝、大型κッテリー、リヤヒーター観（注7）

●「メーカーオプション」「オーテック扱いオプション」はこ注文時に申し璽けま凱メーカーの工場．オーテックで装藩するため、ご注文

後はお愛けできませんのでご了承く尼さい．◆はセットでオーテック扱いオプションとなります。〔注1）ナビゲーション翻車はナビ颪面

に表示されます訊注2｝インテリジ■ントキーはリモート］ントロールエントリーシステム付です。〔注3〕ODオートチェンジャー対応磯能

は．ディーラーオプションのCDオートチェンジャーを褒齎した場合に作勘しますべ注4）D》Dビデオ再生には対応しておうません．ライ

ダー専用サウンドシステム装珊軍のみお選σいただけます。〔注5）ナビゲーションをお選びの場含には装僧されません。〔注6月璽水効梁

は承久的なものでは晒Dません。瑚果が彊ちた時「ま、胆水スプレーζ二二晶〕二二えぱ．ある二二回復します．〔注7〕ライダー専用サウン

ドシステムまた1よ，ライダー再用サウンドシステム十TWナビゲーションシステム〔DVD方式）をお選びの場禽には、リヤヒーターは装籍

されません。〔〕熱線でワィバ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。

自贋内の　　宇ぱ空内五日性能「インナークリーン」の輩渦

＜＃qx1＞【特別塗装色）　　　　　く＃KY① 〈＃KH3＞

DEAL．ER　OPTION（オーテック搬いディーラーオプション）

日産自動車株式会社
〒104．8023　栗京都中央区魍座6丁目17爵1号

WWW．nlssan。CO．IP

お問い盒わせは「ウイングロード」取D扱い販売会社．

または下配フリーコール（携帯・PHSも対応〕へどうぞ。

お客撮　＠0120■315曽232
相隣室　〉〉更付時聞9＝00～17：00

ノ可U’「E｛＝H

円い金わセ・ご怨醜は下配へ欄いし・た僻す・

株式会社オーテ・ックジャκン
〒Z53－8571　神藪川県茅ケ崎市厭団朋4－2

電話　（0457）87－80Ql
http＝〆／WWW．5ute曲．IPノ

お問い台わぜ・こ相臓内晋につきましτは，ゐ習様対応や品質同上のために記録し渚用させていにたいて硲Dます，また、販売会社司肋、ら己三星凝せていた瓦く〔とが適切と．道断し㌃内冒信、

恋娑な範囲で情報を開示し．当籏販禿会社等からお客様にご泓焙をとらせていにだく場舎もこざいますので．あらかじぬご了承くだざい．．なお．当社における．岡人情帽の取り撮いに閥サる

辞旧は．上記「オーテックジャパンホームベージ」に掲乾しておDます．

スピードお．さえて，いい逼転。　　　　　　●このカタログの内晋は2005年4肩現在のもので，仕様隊らぴ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、印刷インキや山影乗件などから．崩際の色と異なって見えることがあります。
A」・WI50504M
　　　．σ48YC

ノ冤UTE哩＝H

SH■Fτthe　future
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■ウイングロード「ライダーアルファ」主要装備一覧［コオーテック扱いオプション（菖主文時に申し受けます） ■ウイングロード「ライダーアルファ」主要諸元

ライダーアルファ 2WD 4WD
全東標準装備

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　箪種

Oレード別装備

ツインカム150D ツインカム18002WD・1500

SWD’1800

　　　　　　　　　　　　　　　　聴

�ｳ
ライダーアルファ ライダーアルファ

匿視界

キセノンヘッドランプくロービーム×レベライザ瑚， ●エンジン型式 QG15DEこNEO） QG18DE（NEO）

フロントバンパー蛆込み可用フォグランプ． ●ペース車車名型式 ；ッサンUA－WFYて1 ニッサンUA・WHNY11

●防眩式ルームミラー

怎Oリーンガラス【UVカット樋能佃

@〈フロントウインドウ〉

恤ｷけつ式リヤワイパー

恃M縁リヤウインドウ

竃動楮納式リそコンカラードドアミラー
●車種酉号 YT1 YT2

フロント無段聞けつ式ワイパー〔セミコンシールド｝
●運転タイフ［坑口記号】

プライバシーガラス〔りVカット断熟糎鮒，

qリヤドア、リヤサイド．バックドアガラス〉
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●寸法
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怎Vフトポジションインジケーター

B燃料残鱗畷告灯／半ドア癖歯灯

怎wッドランプ消し謙警報／ギー節忘れ養

怎tユーエルフイラーりッドオーブナー
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窃暁外キー〔瑠・脇・κ轍二二躍醐（注2） ●重皿・定員

響用アルミペダル 車両璽置　　　　　　　　　　　kg 1可go　　　　　　　　　　1310

フットレスト 乗車定日　　　　　　　　　　　　名 5

三絶ゾンセーフフルオートエアコン 輌総重量　　　　　　　　　　kg 可465　　　　　　　　　　　1585

周　クリーンフィルター像幽三山〕 ●性能

■オーディオ／ナビゲーション 罎小回転半匿　　　　　　　　　　　m　　　　　　5．2　　　　　　　　　　　5、1

●インストポケット オーディオレス ●旛装置

駆動方式 前輪駆動　　　　　　　　　4輪駆動ライダー専用サウンドシステム　　　　幟3〕
e101Nタイプ，団ロ・CD一鰍M’FM肝チューナーラジオ，

D垣20W，ツイーター‘2］｝÷ウー’L一（80W｝，CDオートチェン

Wや一対刷螺†デヲタ剛Lシルバー色フィニ加囎1

◆
ステアリングギヤ形式 パワーアシスト付ラック＆ビ三オン式

サスペンション　前 ストラット式

スピーカー 4◆　　　　2
〃　　　後 トーーションビーム式トレーリングアーム　　マルチリンク〔ウイッシュボーン｝式

主ブレーキ　　前 ベンチレーテッドディスク式
ループアンテナ

〃　　　後 リーディングトレーリング式
丁WナビクーションシステムのVD方式）　〔注4）
k7インチワイド剛胆モニター、テレビ〃〔一ドビュー層暗声ガイ

鴻iビゲーションシステム，FM多厘MGS，文孚鋸倣送｝〕

タイヤ前・後 195’50R1684V

■内障 ■エンジン主要諸元

専用スポーティフロアカーペット 型式 QG15DE〔NEO）＊　　　　　QG18DE〔NEO）喉
カッフホルダー　　前席（2コ｝ 種黙・シリンダー数 DOHC水里直列4気箇

●インストアツパーボックス〔注5）

怎Rインボックス〔右サイド郵）

怎Cンストアンダートレイ●アシストグリッフ

恆O席ドアポケット●前席照明付灰皿

悁父c勿卜〔1飾・120W｝●キー醐駒ス払

リッ附センター］ンソールボックス〔カードホルダー付） シリンダー内径x行程　　　　　　　mm 73，6×巳8，0 臼0．ox88、0

助手席パニティヨラー 錨排気口　　　　　　　　　　　　L 1，497 1，769

マッ7ラ． 圧縮比 9．9 9．5

後席灰皿 胚高出力　　　　　　kW〔PS）’rgm 78（106）’6000 90∈122）’5600

■ラゲッジルーム 籔大トルク　　　　N・m（kgm）’rpm 142⊂14．5＞μ00D 165‘16．8）！4400

トノカバー 燃料聴罪装置 ＝ッサンEGKECCS〕電子制御燃料噴射装置●パックドア少リップ●ラゲッジサイドポックス：2コ

怎宴Qシジルームラング（パックドア通動）

怎香[フフツク（4力鮒

ウォツシャプルラゲツジポード 使用燃料・タンク容臆　　　　　　　L 無鉛レギュラーガソリン・50

ラゲッジフック〔6カ所｝ 本軍記に1ま「便用燃料jに配凝ざれτし、る燃料をご使用くださし㌔招定以銚の燃料をご使用になると、不翼合が発生する恐れ

ｪあります。尚．拍定以外の醐をご使用にな，たために発生した不具合は無償保証の対象となり浮せんので．己注意ください。
關シート

二二シート地＆ドアトリム地【山水加工）　（注6， ジャージ●鯛リクラ仁ング●卿可鼠シートf崩分圃

恆O席上下臨へ7ドレスト●二上㎜へ7阯スト．

恊?漁ストカフ●卿シートリ労イニング闘

フ運薫謝シー　　ター
着場稀シ．トバ。ク翼、、励ク

■外装／タイヤ＆ホイール

二二フロントバン’〔一【団ノットグリル付】

●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．

怎Gンジン出力衷示にはネット値とグロス値があD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」

ﾆはエンジンを輌に頂載した状騒とほほ同条件で測定したもので歯間じエンジンで測定した場合、「ネット」は

uグロス」よDもガソリン自動車で約15％程度低い値（目工会調べ〕となっています。

q国際果位系〔Sl耳工スアイ）によるエンジン出力・トルクの表記について〉

v量単位の国際標準化に伴い，従來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

ﾊ「kgm」は「N・m（ニュートンメートル〕」のSI単位とします。なa従来単位からSI単位への換寡個は次のとおD

ﾅす．三二は整数単位までとし4二二第1位を四捨五入しまサ。1PS≡O．7355kW　lkgm〒9．80655N・m

魔pG15DEエンジン摺載車；超一低排出ガス車〔平成12年排出ガス規制置75％低減レベル）

ﾞQG18DEエンジン搭職車；超一低担咄ガス車〔平成12年排出ガス規制値75％低減レベル）

｡変速比・最終減速比

●カラードアウトサイドドアハンドル

怎Xポーティルーフレール（ブラック）．

怎Xペアタイヤ（応急用タイヤ）

尋用フロントグ1リル＆フードトツ究一ル

サイドシルプロテクター

町用リヤアンダーブDテクター

占用ネーミングエン』ノム

礪用ルーフスボイラー

二手二二径スポーツマフラー〈アペックス製〉 トランスミ．ンション フルレンジ電子剛田4速オートマチック［E－ATx〕

四二ロー八イトサスペンション コ＝ンジン QG1日DE〔NEOyQG15DE（NEQ｝

二日㎝16鮒ラジ賜タイ哲力掛シ占断ンザG助 変量比　　　　　　　　　　第1速 2，861

二三16インチアル§ロードホイール 第2適 1，562

昌昌全／メカニズム 第3逮 1，ODO

蓮転席・助手席SRSエアバッグシステム 第4速 O，697
●フレンドリーアッパーインテリア

恆O二二ードリミッター鉗ブリテンショナーシートベルト

｡後席ELR付3点式シートベルト（中央2点式｝
前席アクティブヘッドレスト 第5速 一

EBD（電子制勝制動力配分システム） 後週 2，310

●チャイルドシート固蹴鮒シートペ乃ト1齪左右2醗
殴二二露比 4，072

ABS〔アンチロックブレーキシステム）

ブレーキアシスト

●前席上一隅監式シートベルトアンカー

怏^転馬シートベルト非瑠用時酷灯
恃ｪイマウントストッブランブ

怎tロントベンチレーテッドディスク式ブレーキ

怎Tイドドアビーム

怎`ャイルドセーフティドアロック

リヤマルチリンク式サスペンション 4WD

フロントスタビライザー

リヤスタビライザー 2WD

涛「ライダーアルファ」はエアロパーツ装賑のため、緑石や段差の大きな場所や不賂地二等では路面などと干渉

ｷる場合がございますgあらかじめご承知おきくださいg●本車両1二百込み壁緑でオーテ．ソク級いと軒Dます．

@80DY　COしOR　躾〔3P賠3］一ト’曜一ル、tM〕はメタリックの暗で弧納装色はブルーイッシュグレー㈹，

@　　　　　　　∠『覧目図　ホワイトパール〔3P）　　　　　　ダイヤモンドシルバー（M）　　　スーパーブラック

胴その他

寒冷地仕様化一ター吋ドアミラー，ワイパーデアイ

Tー〔｝、大型κッテリー、リヤヒーター観（注7）

●「メーカーオプション」「オーテック扱いオプション」はこ注文時に申し璽けま凱メーカーの工場．オーテックで装藩するため、ご注文

後はお愛けできませんのでご了承く尼さい．◆はセットでオーテック扱いオプションとなります。〔注1）ナビゲーション翻車はナビ颪面

に表示されます訊注2｝インテリジ■ントキーはリモート］ントロールエントリーシステム付です。〔注3〕ODオートチェンジャー対応磯能

は．ディーラーオプションのCDオートチェンジャーを褒齎した場合に作勘しますべ注4）D》Dビデオ再生には対応しておうません．ライ

ダー専用サウンドシステム装珊軍のみお選σいただけます。〔注5）ナビゲーションをお選びの場含には装僧されません。〔注6月璽水効梁

は承久的なものでは晒Dません。瑚果が彊ちた時「ま、胆水スプレーζ二二晶〕二二えぱ．ある二二回復します．〔注7〕ライダー専用サウン

ドシステムまた1よ，ライダー再用サウンドシステム十TWナビゲーションシステム〔DVD方式）をお選びの場禽には、リヤヒーターは装籍

されません。〔〕熱線でワィバ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。

自贋内の　　宇ぱ空内五日性能「インナークリーン」の輩渦

＜＃qx1＞【特別塗装色）　　　　　く＃KY① 〈＃KH3＞

DEAL．ER　OPTION（オーテック搬いディーラーオプション）

日産自動車株式会社
〒104．8023　栗京都中央区魍座6丁目17爵1号

WWW．nlssan。CO．IP

お問い盒わせは「ウイングロード」取D扱い販売会社．

または下配フリーコール（携帯・PHSも対応〕へどうぞ。

お客撮　＠0120■315曽232
相隣室　〉〉更付時聞9＝00～17：00

ノ可U’「E｛＝H

円い金わセ・ご怨醜は下配へ欄いし・た僻す・

株式会社オーテ・ックジャκン
〒Z53－8571　神藪川県茅ケ崎市厭団朋4－2

電話　（0457）87－80Ql
http＝〆／WWW．5ute曲．IPノ

お問い台わぜ・こ相臓内晋につきましτは，ゐ習様対応や品質同上のために記録し渚用させていにたいて硲Dます，また、販売会社司肋、ら己三星凝せていた瓦く〔とが適切と．道断し㌃内冒信、

恋娑な範囲で情報を開示し．当籏販禿会社等からお客様にご泓焙をとらせていにだく場舎もこざいますので．あらかじぬご了承くだざい．．なお．当社における．岡人情帽の取り撮いに閥サる

辞旧は．上記「オーテックジャパンホームベージ」に掲乾しておDます．

スピードお．さえて，いい逼転。　　　　　　●このカタログの内晋は2005年4肩現在のもので，仕様隊らぴ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、印刷インキや山影乗件などから．崩際の色と異なって見えることがあります。
A」・WI50504M
　　　．σ48YC

ノ冤UTE哩＝H

SH■Fτthe　future
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