
Photo：ライダー〈オーテック30周年特別仕様車〉（2WD・QR25DE）。
ボディカラーはファントムブラック（P）〈＃GAE・スクラッチシールド〉（特別塗装色）。専用大型ルーフスポイラーはオーテック扱いオプション。

Rider“AUTECH 30th Anniversary”



BODY COLORS

全身にしつらえたのは、上質を極めた専用仕様。ライダー〈オーテック30周年特別仕様車〉誕生。

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・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、上記「オーテック
ジャパンホームページ」に掲載しております。

●本カタログの内容は2016年8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。●本カタログに掲載されている写真は、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。●本カタログに掲載されている写真の一部は合成写真となります。なお、写真の小物類は撮影のための小道具です。

お問い合わせはお近くの販売会社、
または右記フリーコール
（携帯・PHSも対応）へどうぞ。〒220-8686

神奈川県横浜市西区高島 1丁目 1番 1号

www.autech.co.jp/ オーテック
コールセンター >>受付時間  9：0 0～ 17：0 0

〔月～金（祝日を除く）〕

0 1 2 0 - 1 1 6 - 5 2 7

AJ-EL1-1608N1
C48GE

Photo：ライダー〈オーテック30周年特別仕様車〉（2WD・QR25DE）。
内装色はブラック〈C〉

エルグランド ライダー
〈オーテック30周年特別仕様車〉 特別装備
EXTERIOR
●専用LEDフォグランプ
　リヤコンビネーションランプ（クリアブラックタイプ）
●専用ダーククロムバンパーグリル
●専用ダーククロムフロントグリル
●専用ダーククロムヘッドランプフィニッシャー
●専用エンブレム（30th Anniversary）

INTERIOR
　ハイコントラストレザーインテリア
●専用センタークラスターエンブレム（30th Anniversary）

B

A

A B

期 間 限 定
～201７年3月まで

ファントムブラック（P）
〈# G A E・スクラッチシールド〉
（特別塗装色）

ブリリアントホワイトパール（3 P）
〈# Q A B・スクラッチシールド〉
（特別塗装色）

●（P）はパール、（3P）は3コートパールの略です。●内装色はブラックとなり、内装コードは3.5Lが〈G〉、2.5L
車が〈C〉となります。●スクラッチシールドはドアミラー、サイドシルプロテクターを除く、車体色塗装部位に
塗布しております。●ボディカラーは、印刷インキの性質上、実際の色とは異なって見える場合があります。

エコカー減税対象車  エルグランド ライダー〈オーテック30周年特別仕様車〉は、減税の対象＊です。

＊以下の減税措置が適用となります。
Q R 2 5 D Eエンジン搭載の2 W D車〈エコカー減税   自動車取得税：－2 0 %、自動車重量税：－2 5 %。〉 〈エコカー減税   自動車取得税：2 0 1 7年3月末までの
登録車、自動車重量税：2 0 1 7年4月末までの登録車。〉※詳しくはエルグランドカタログP 3 5の「減税措置の適用」をご覧ください。

エルグランド ライダー〈オーテック30周年特別仕様車〉主要装備一覧
ライダー〈オーテック30周年特別仕様車〉特別装備 「ライダー」特別装備 ベース車標準装備

オーテック扱いオプション（ご注文時に申し受けます）メーカーオプション（ご注文時に申し受けます） オーテック扱いディーラーオプション

■ 視界

■ 外装

■ 内装/シート

■ 主要
　メーカー
　オプション＊5

 専用LEDフォグランプ
リヤコンビネーションランプ（クリアブラックタイプ）
LED式ハイマウントストップランプ（クリアタイプ）
 専用フロントバンパー
 専用ダーククロムバンパーグリル
 専用ダーククロムフロントグリル
 専用ダーククロムヘッドランプフィニッシャー
サイドシルプロテクター（クロームモール付）
 専用リヤバンパー
 専用大型ルーフスポイラー　（注1）
 専用プラスチックバイザー（ストライプ、「Rider」エンブレム付）
 専用エンブレム（30th Anniversary）
 専用エンブレム（HIGH PERFORMANCE SPEC）
 専用18インチ光輝アルミホイール（18×7.5J）&225/55R18タイヤ

 専用フロアカーペット（エクセレント）（吸音・消臭機能付：「Rider」エンブレム付）＊3

 専用センタークラスターエンブレム（30th Anniversary）

 専用アラウンドビューモニター（MOD［移動物 検知］機能、駐車ガイド機能）、
 専用グリル用カバー付＊1

後席エンターテイメントシステム（後席11インチワイドディスプレイ、
後席リモコン、ワイヤレスヘッドフォン2個（イヤーパッド回転可能タイプ））

カーウイングスナビゲーションシステム＊6 （8インチワイドディスプレイ、
ハンズフリーフォン、VICS［FM多重］、ボイスコマンド、Bluetooth®対応、
DVD再生機能、ミュージックボックス、USB接続、iPod®対応、TVチューナー、
100V電源、外部入力端子）　 （注3）

ブラック/ホワイト コンビレザーシート（ギャザー付）＊2　（注2）
 専用ドアトリム（ブラック・合皮）

ステアリングスイッチ：オーディオ、ナビ、ボイスコマンド、ハンズフリーフォン

CD一体AM/FMラジオ（デジタル時計［ON/OFF切替タイプ］組込み）
ナビ協調変速機能

エルグランド専用チューニング地デジ4ダイバーシティアンテナ
ETCユニット（ビルトインタイプ）
フロント&バックソナー

エルグランドライダー〈オーテック30周年特別仕様車〉は、「ライダー・7人乗り・2WD/4WD・3.5L
車/2.5L車」および「ライダー ハイパフォーマンススペック・7人乗り・2WD・3.5L車」に以下の特別
装備を追加したものです。記載以外の仕様装備、メーカーオプションにつきましては、エルグランド
カタログP60の“エルグランド「ライダー」シリーズ主要装備一覧”をご覧ください。

インスト、フロントセンターコンソール、
インサイドドアハンドル、パワーウインドウスイッチ、
セカンドシートサイドテーブル部

ライダー〈オーテック30周年特別仕様車〉
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ハイパフォーマンススペック
2WD

VQ35DE
2WD/4WD駆動

エンジン
定員

VQ35DE QR25DE

ハイ
コントラスト
レザー
インテリア

 専用
 フィニッシャー
 〈杢目金調〉

エルグランド ライダー〈オーテック30周年特別仕様車〉主要諸元

ライダー〈オーテック30周年特別仕様車〉の「諸装置」「エンジン主要諸元」「変速比・最終減速比」は、ライダー、ライダー ハイパフォーマンススペックと同仕様です。
詳しくはエルグランドカタログP61をご覧ください。 ※ライダー〈オーテック30周年特別仕様車〉シリーズは専用エアロパーツ装着のため、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。 ●ライダー〈オーテック30周年特別仕様車〉シリーズは持込み登録でオー
テック扱いとなります。登録時の車両重量等は実測値が適用されますので主要諸元（設計値）と異なる場合があります。そのため、重量税額が変わる場合があります。

駆動方式

エンジン

定員

ベース車車名型式

寸法

重量

諸装置

全長×全幅×全高 mm

室内寸法 長×幅×高 mm

車両重量 kg

車両総重量 kg

タイヤ 前・後

ライダー〈オーテック30周年特別仕様車〉

2WD

7人乗り

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〉

4980×1850×1810

3025×1580×1300（ツインサンルーフ装着時 [ 4WD 2.5L車を除く]：1270）

2WD

VQ35DE

ニッサン
DBA-PE52

4WD

ライダー
ハイパフォーマンススペック

〈オーテック30周年特別仕様車〉

VQ35DE

ニッサン
DBA-PE52

2030

2415

225/55R18 98V 245/45R19 102W

1950

2335

2090

2475

2030

2415

2060

2445

QR25DE

ニッサン
DBA-TE52

VQ35DE

ニッサン
DBA-PNE52

QR25DE

ニッサン
DBA-TNE52

■ ハイパフォーマンススペック＊4

〈安全装備の注意事項〉 ＊1 エルグランドカタログP24の「＊1」をご覧ください。 ◆1～2はセットでメーカーオプションです。●「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。 （注1）専用大型ルーフスポ
イラーには、スクラッチシールドは塗布されておりません。 （注2）専用の本革シートクリーナーが搭載されています。汚れが目立つ場合は定期的なメンテナンスをお願
いします。（注3）DVD/CDはディスクの種類、記録状態によっては再生できない場合があります。また、DVD-RAMは再生できません。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）は別売りとなります。通信ケーブルはdocomo FOMA用とau WIN用の2種類ございます。各機能を使用できる
携帯電話につきまして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」でご確認ください。カーウイングスサービスをご利
用いただくには、携帯電話をBluetooth®で接続するか、通信ケーブルでの接続が必要です。iPod®の対応機種は日産羅針盤（http://www.nissan.co.
jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/）でご確認ください。 ＊2 シートバック、シートサイド、アームレストおよびヘッドレストに人工皮革を使用しています。
＊3静粛性を高める吸音機能により、室内吸音力を70%向上しました。 ＊4 ハイパフォーマンススペックの詳細は、エルグランドカタログP58、P60をご覧ください。
＊5 記載以外のメーカーオプションの設定は、エルグランドカタログP60をご覧ください。＊6「NissanConnect CARWINGS いつでもLink」サービスには
対応しておりません。●Bose®は米国Bose Corporationの商標です。●BluetoothおよびBluetoothロゴは、Bluetooth SIG,  Inc.の登録商
標です。●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。●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。 
　   表内の緑文字は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。


