


■エクストレイル「アクシス」「アクシス パフォーマンススペック」主要装備一覧 ■エクストレイル「アクシス」「アクシス パフォーマンススペック」主要諸元

■■標準装備　■メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）　
■「アクシス」「アクシス パフォーマンススペック」特別装備
■オーテック扱いオプション（ご注文時に申し受けます）

エクストレイル「アクシス」「アクシス パフォーマンススペック」はベース車に対して以下の装備が追加され、またメーカーオプションも
表記の設定のみとなります。ベース車の仕様装備についてはP32-33の「エクストレイル主要装備一覧」をご覧ください。

■エンジン主要諸元、■変速比・最終減速比はベース車と同仕様です。なおベース車の諸元はP33の「■エンジン主要諸元」、
「■変速比・最終減速比」をご覧ください。
※「アクシス」「アクシス パフォーマンススペック」は専用エクステリアパーツ装着のため、縁石や段差の大きな場所や不整地
路等では路面などと干渉する場合がございます。あらかじめご承知おきください。
●「アクシス」「アクシス パフォーマンススペック」は持込み登録で、オーテック扱いとなります。

●（M）はメタリック、（3P）は3コートパールの略です。 ●内装色はベージュ〈P〉となります。※スクラッチシールドの詳細はP31をご覧ください。

Body Color

オーテック扱いオプション オーテック扱いディーラーオプション

●ベース車 車名型式
●運転タイプ
エクストロニックCVT〈無段変速機〉
エクストロニックCVT-M6〈6速マニュアルモード付無段変速機〉
●寸法
全長
全幅
全高
室内寸法  長
     〃        幅
     〃        高（サンルーフ付車）
ホイールベース
トレッド　前／後
最低地上高
●重量・定員
車両重量
乗車定員
車両総重量
●性能
最小回転半径
●諸装置
駆動方式
ステアリングギヤ形式
サスペンション 前／後
主ブレーキ 前／後
タイヤ 前・後

車種
2WD4WD（ALL MODE 4×4-i） 4WD（ALL MODE 4×4-i）

MR20DE
ニッサンDBA-NT31

QR25DE
ニッサンCBA-TNT31

MR20DE
ニッサンDBA-T31

MR20DE
ニッサンDBA-NT31

QR25DE
ニッサンCBA-TNT31
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アクシス アクシス パフォーマンススペック
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パワーアシスト付ラック&ピニオン式
独立懸架ストラット式 /独立懸架マルチリンク式

ベンチレーテッドディスク式 /ベンチレーテッドディスク式
215/60R17

前輪駆動4輪駆動（ALL MODE 4×4-i） 4輪駆動（ALL MODE 4×4-i）

諸元
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グレード別装備 ベース車

車種 アクシス

2WD

MR20DE

◆1 ◆1 ◆1 ◆1 ◆1

◆1 ◆1 ◆1 ◆1 ◆1

◆1 ◆1 ◆1 ◆1 ◆1

◆1 ◆1 ◆1 ◆1 ◆1

◆3 ◆3

ベース車標準 ベース車標準 ベース車標準 ベース車標準

◆3 ◆3 ◆3

◆2 ◆2 ◆2 ◆2 ◆2

◆2 ◆2 ◆2 ◆2 ◆2

◆3 ◆3 ◆3 ◆3 ◆3

（注4）（注5）（注6）（注7）

（注8）（注9）

（注3）

（注2）

（注1）

（注7）（注8）（注9）

（注10）

（注10）

（注11）

QR25DE

4WD

アクシス パフォーマンススペック

4WD

MR20DE QR25DE

20S 20St 25St 20St 25St

■視界
バイキセノンヘッドランプ（ハイ/ロービーム、プロジェクタータイプ、オートレベライザー付）
バックビューモニター（カラー、車幅/距離/予想進路線表示機能付）
サイドブラインドモニター（カラー、左側車幅/前端表示機能付）＊1

フロントバンパー組込みハロゲンフォグランプ
■運転席まわり
本革巻シフトノブ
本革巻パーキングブレーキレバー（クロムメッキボタン）
本革巻3本スポークステアリング（メタル調フィニッシャー）
専用フィニッシャー（センタークラスター、ドアアームレスト）
専用インストモール
ステアリングスイッチ（オーディオ、ナビ、ハンズフリーフォン、ボイスコマンド）
ドアインサイドハンドル（メッキ）
インテリジェントキー（リモートコントロールエントリーシステム機能付、作動確認機能付、
運転席・助手席・バックドア感知）
エンジンイモビライザー（国土交通省認可品）
オーバーヘッドコンソール
■空調
オゾンセーフフルオートエアコン
■オーディオ/ナビゲーション
オーディオレス（4スピーカー）★
カーウイングスナビゲーションシステム（地デジ内蔵・HDD方式）（高精細7インチワイド
VGAディスプレイ、マルチファンクションスイッチ/タッチパネル併用操作、ハンズフリーフォン、
VICS[FM多重]、ボイスコマンド、Bluetooth®対応、DVD/CD再生機能、ミュージックボックス、
USB接続・iPod®対応（コンソールボックス内））
 CD一体AM/FM電子チューナーラジオ（6スピーカー、MP3/WMA再生機能、
 デジタル時計[ON/OFF切替タイプ]組込み）
専用サウンドシステム（2DINタイプ：MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ、
MP3/WMA再生機能、iPod®コントロール機能＊2、200W）
 専用スピーカー（フロントドア部、リヤドア部）
■内装
専用ベージュ内装色
専用ドアトリム地
専用フロア素材（起毛タイプ）
■シート
専用本革シート＊3

大型リヤシートアームレスト（アームレストスルー機構付）
前席ヒーター付シート
後席左右ヒーター付シート
■外装/タイヤ&ホイール
専用フロントグリル
専用フロントバンパー
専用カラードサイドシルプロテクター
専用カラードホイールアーチプロテクター
専用カラードバックドア
専用カラードリヤバンパー

専用ネーミングエンブレム
 アクシス

  パフォーマンススペック
ドアアウトサイドハンドル（メッキ）
大型電動ガラスサンルーフ（スライド・チルトアップ）
専用17インチアルミホイール（17×6.5J）＊4

215/60R17 96Hラジアルタイヤ
スペアタイヤ（フルサイズアルミホイール）＊5

■安全/メカニズム
  専用タワーバー
  専用フロントピンステー
パフォーマンススペック 専用チューンドサスペンション
  専用スポーツマフラー
  専用215/60R17 96Hラジアルタイヤ〈YOKOHAMA DNA dB ES501〉

◆1～3はそれぞれセットでメーカーオプションです。★日産オリジナルナビゲーション（ディーラーオプション）もご用意しておりますので、詳
しくはオプショナルパーツカタログをご覧ください。＊1 近赤外線LED（不可視光線）＋高感度CCDカメラ。＊2 別売のiPod®とiPod®アダプ
ターが必要となります。＊3 シートメインに本革を、その他の部位は人工皮革を使用しています。＊4 オフセット：45、P.C.D：114.3（5穴） ＊5 
アルミホイールのサイズは17インチとなり、20X・20Xt・25Xtに設定のスペアタイヤ・アルミホイールと同仕様となります。（注1）サイドブ
ラインドモニターを装着した場合、カラードサイドアンダーミラーは非装着となります。（注2）植え込み型心臓ペースメーカー等をご使用
の方は、車両に設置されているアンテナから発信する電波が医療機器に影響を及ぼす恐れがあります（リモコンキーからの影響はありま
せん）。（注3）4スピーカー、ハーネス、アンテナは装着されます。（注4）DVDビデオ/DVDオーディオ等の再生が可能です。ただし、ディスク
の種類によっては再生できない場合があります。また、DVD-R/DVD＋R/DVD-RW/DVD＋RW/DVD-R DL/DVD＋R DLディスクは、ディ
スクの記録状態によっては再生できない場合があります。DVD-RAMは再生できません。（注5）ハンズフリーフォンをご利用いただく場
合の通信ケーブル（ディーラーオプション）は別売となります。通信ケーブルはdocomo FOMA用とau WIN用の2種類ございます。PDC
（docomo、SoftBank）、au CDMA1Xはご利用いただけません。Bluetooth®ハンズフリー機能はBluetooth®対応の携帯電話のみご利用いた
だけます。携帯電話によっては、ご利用できない機種がありますので、詳しくはカーウイングスホームページ（www.nissan-carwings.com）
の「適合携帯電話一覧」でご確認いただくか、カーライフアドバイザーにお問い合わせください。地上デジタルテレビの特性上、電波の状
態により映像・音声が途切れることがございます。iPod®の対応機種は日産羅針盤（http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL- 
PARTS/NAVI_AUDIO/MOP/index.html）でご確認ください。（注6）カーウイングスナビゲーションシステム（地デジ内蔵・HDD方式）を装
着した場合、大容量グローブボックスは照明付、ポケット付（ベース車がSt、Xtの場合は標準装備）となります。（注7）カーウイングスナビゲー
ションシステム（地デジ内蔵・HDD方式）と専用サウンドシステムの同時装着はできません。（注8）CDはディスクの種類によっては再生でき
ない場合があります。（注9）WMAはバージョンによっては再生できない場合があります。（注10）非防水加工となります。（注11）大型電
動ガラスサンルーフを装着の場合、ルームランプが後席読書灯（左右各1）に変更となります。※アクシスの20Stおよび25Stベース車
は、ベース車に標準装備の「マッドガード」がレスとなります。●iPodは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。
●BluetoothおよびBluetoothロゴはBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●カーウイングス/CARWINGSは日産自動車株式会社の
登録商標です。

シャンパンシルバー（M）
〈#EV0・スクラッチシールド〉（アクシス専用色）

ホワイトパール（3P）
〈#QX1・スクラッチシールド〉（特別塗装色）

ダイヤモンドシルバー（M）
〈#KY0・スクラッチシールド〉

ブレードシルバー（M）
〈#K51・スクラッチシールド〉

専用サウンドシステム＋専用スピーカー
（2DIN：MD･CD一体AM/FM電子チューナーラジオ､
MP3/WMA再生機能、iPod®コントロール機能＊、200W）
＊別売のiPod®とiPod®アダプターが必要となります。

専用フロアカーペット
（消臭機能付）

専用プラスチックバイザー
（ストライプ・「AXIS」エンブレム付）

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記
録し活用させていただいております。また、販売会社等からご返答させていただ
くことが適切と判断した内容は必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等から
お客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承
ください。なお、株式会社オーテックジャパンにおける個人情報の取り扱いに関
する詳細は、右記「オーテックジャパンホームページ」に掲載しております。

お問い合わせはお近くの販売会社、または下記フリーコール（携帯・PHSも対応）へどうぞ。

＞＞受付時間  9：0 0～1 8：0 0〔月～金（祝日を除く）〕
0120-116-527オーテック

コールセンター
www.autech. jp/

●メーカーオプション、オーテック扱いオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場またはオーテックで装着する
　ため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。


