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Photo : ライダー ブラックライン（2WD･ガソリン）。ボディカラーはスーパーブラック〈#KH3〉。オプション装着車。



BODY COLORS

ブリリアントホワイトパール（3P）
〈#QAB〉（特別塗装色）

スーパーブラック〈#KH3〉

SPECIAL EQUIPMENT ライダー ブラックライン特別装備

■ 専用ダーククロムフロントグリル　■ 専用ダーククロムモール（フロントバンパー）
■ 専用フロントプロテクター　■ ブラックメッキバックドアフィニッシャー
■ 専用ダークエンブレム（Rider/AUTECH）
■ 専用LEDデイタイムランニングライト　■ バイキセノンヘッドランプ

■ 専用本革巻3本スポークステアリング　■ 専用ドアトリム地
■ 専用防水シート地（セルクロス®/カブロン®/パートナー®）（フロント&セカンド） 

Photo : ライダー ブラックライン（2WD･ガソリン）。内装色はダークグレー〈W〉。
オプション装着車。※画面はハメ込み合成です。 

●内装色は全車ダークグレー〈W〉となります。
●（3P）は3コートパールの略です。 
●印刷インキの性質上、実際の塗色とは
　異なって見える場合があります。

「平成21年排出ガス規制」
（ポスト新長期規制）適合
（ディーゼルターボ全車）

「平成17年基準排出ガス50%
低減レベル」適合（ガソリン全車）

＊2
エコカー減税対象車＊1 

＊1 以下の減税措置が適用となります。
エコカー減税 自動車取得税：－80%、
自動車重量税：－75%。
（エコカー減税 自動車取得税：
2015年3月末までの登録車、
自動車重量税：2015年4月末までの登録車。）

＊2 商用車初の「PURE DRIVE」
　 （ディーゼルターボ AT車）。

Exterior

Interior

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2014年12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

AJ-CA6-1412N1
C48FD

www.autech. 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）〕

0120-116 -527

NV350キャラバン「ライダー  ブラックライン」主要諸元
ライダー ブラックライン

バン

2WD（後輪駆動）

ロングボディ

標準幅 / 標準ルーフ

車種

ベース車

車名型式

運転タイプ

ナンバープレート番号

寸法

重量・定員

性能

仕様

車型

駆動方式

ボディタイプ

ボディ幅 / ルーフ形状

エンジン

定員

グレード

ドア数

全長  mm

全幅  mm

全高  mm

室内長  mm

室内幅  mm

室内高  mm

ホイールベース mm

トレッド 前／後  mm

最低地上高  mm

床面地上高  mm

車両重量  kg

乗車定員  名

最大積載量  kg

車両総重量  kg

最小回転半径  m

2080

3190/3195/3205

3050/1860

1520

1325

2/3/5

1000/950/850

4WD

ロングボディ

標準幅 / 標準ルーフ

YD25DDTi

ニッサン

LDF-VW6E26

4695

1695

1990

2555

1470／1450

170

625

5.7

2/3/5人

プレミアムGX

5ドア

1980

3090/3095/3105

3050/1860

1520

1325

2/3/5

1000/950/850

YD25DDTi

ニッサン

LDF-VW2E26

フルレンジ電子制御5速オートマチック〔5E-ATx〕

4ナンバー

2/3/5人

プレミアムGX

5ドア

1820

2930/2935/2945

3050/1860

1520

1325

2/3/5

1000/950/850 

QR20DE

ニッサン

CBF-VR2E26

2/3/5人

プレミアムGX

5ドア

4695

1695

1990

2555

1475／1450

170

625

5.2

●「ライダー ブラックライン」の「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NV350キャラバンカタログP48の
「エンジン主要諸元」「変速比・最終減速比」をご覧ください。 ●「ライダー ブラックライン」はフロア：低床となります。
※「ライダー ブラックライン」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あります。あらかじめご承知おき
ください。 ●「ライダー ブラックライン」は全車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）とは
異なる場合があります。

NV350キャラバン「ライダー  ブラックライン」主要装備一覧
「ライダー ブラックライン」特別装備 標準装備 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

バン
プレミアムGX

ライダー ブラックライン

5人乗
ベース車

グレード別装備

運転席
助手席

●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 （注1）バックビューモニター
の画像はメーター内のディスプレイに表示されます。なお選択時、リヤアンダーミラーは外れます。 （注2）選択時、アシストトレイ（リッド付）は装着されません。 ＊シート
メインは「セルクロス®」、シートメインサイドは「カブロン®」、マチ、ヘッドレスト、運転席･助手席シートバックは「パートナー®」を採用しています。セルクロスはスミノエ
テイジンテクノ株式会社、カブロン、パートナーはアキレス株式会社の登録商標です。シートメインにしている「セルクロス®」は、ダイビングスーツと同等レベルの防水
性があります。なお、セカンドシートのシートバックは、ベース車同様カーペット素材となります。シート地以外はベース車同様です。
       ページ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。

■ 視界

■ 運転席まわり

■ 空調

■ シート/室内装備

■ 外装

■ 安全/メカニズム

■ 寒冷地仕様

専用LEDデイタイムランニングライト
プライバシーガラス〈スライドドア、リヤサイド、バックドア〉
スライドサイドウインドウ（セカンドシート）
バイキセノンヘッドランプ（ハイ/ロービーム、LEDポジションランプ、オートレベライザー付）
フォグランプ
電動格納式リモコンカラードドアミラー
バックビューモニター（カラー、車幅/距離表示機能付）
専用本革巻3本スポークステアリング
カラー車両情報ディスプレイ（瞬間燃費、平均燃費、航続可能距離ほか）
オゾンセーフデュアルエアコン（フロントエアコン＋リヤクーラー）
リヤヒーター
専用防水シート地（セルクロス®/カブロン®/パートナー®）（フロント&セカンド）＊

専用ドアトリム地
スライドドアオートクロージャー
リヤホイールハウストリム（カーペット）
専用フロントデュアルカーペット（消臭機能付）
専用車内カーテンセット
専用ダーククロムフロントグリル
専用フロントプロテクター
専用ダーククロムモール（フロントバンパー）
専用ダークエンブレム（Rider/AUTECH）
カラードバンパー（フロント・リヤ）
カラードスライドドアレール
カラードインレットグリル
カラードドアハンドル
ブラックメッキバックドアフィニッシャー
専用プラスチックバイザー
専用ボディサイドデカール
エンジンイモビライザー（国土交通省認可品）
SRSエアバッグシステム＋
2ステージロードリミッター付プリテンショナーシートベルト
寒冷地仕様クーラント、大型バッテリー（2.5Ｌディーゼルターボ車）、
PTCヒーター（2.5Ｌディーゼルターボ車）、ヒーター付ドアミラー

両側

シルバー加飾付

NV350キャラバン「ライダー ブラックライン」はベース車に対して下記の装備が追加され、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きましてはNV350キャラバンカタログP40-45の
「NV350キャラバン主要装備一覧」をご覧ください。

（注1）

（注2）


