
EXTERIOR INTERIOR

専用エンブレム（Mode Premier / AUTECH）
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The Premium Compact. For Your Bright life.

随所に個性とセンスがきらめくエクステリア。
10色のボディカラーで選べる2色のコンビシート。
洗練された感性に響くハイセンスコンパクト、モード・プレミア誕生。

Mode Premier
Special Equipment

e - P O W E Rの走りと乗り心地を追求した
専用アイテムをセットアップ。

（e-POWERにオーテック扱いオプション）

上質な乗り心地と身のこなしのさらなる高みへ。

内装色：グレージュ〈G〉

内装色：グレージュ〈G〉

内装色：ブラック〈G〉

Touring Package

専用15インチアルミホイール（切削光輝）
&185/65R15 88Sタイヤ

専用16インチアルミホイール（切削光輝） 
& 195/55R16 87Vタイヤ

Photo：e-POWER モード・プレミア。ボディカラーはスーパーブラック〈＃KH3〉。
内装色はブラック〈G〉。オプション装着車。

Photo：e-POWER モード・プレミア。ボディカラーはガーネットレッド（CP）〈＃NBF・特別塗装色〉。内装色はグレージュ〈G〉。LEDヘッドランプ（ロービーム、オートレベライザー付、プロジェクタータイプ、LEDポジションランプ付）、日産オリジナルナビ取付パッケージ、
SRSカーテンエアバッグシステムはメーカーオプション。インテリジェントアラウンドビューモニター（移動物 検知機能付）＋ スマート・ルームミラー（インテリジェントアラウンドビューモニター表示機能付）＋踏み間違い衝突防止アシスト＋フロント&バックソナー＋
ヒーター付ドアミラーはセットでメーカーオプション。ツーリングパッケージはオーテック扱いオプション。日産オリジナルナビゲーションはディーラーオプション。専用フロアカーペットはオーテック扱いディーラーオプション。※画面はハメ込み合成です。

● 専用16インチアルミホイール（切削光輝） & 195/55R16 87Vタイヤ
● 専用チューニングサスペンション 
● 専用チューニング電動パワーステアリング 
● ボディ補強（フロントクロスバー、フロント&リヤサスペンション
　 メンバーステー、センタートンネルステー、テールクロスバー） 
● ファインレスポンスVCM

● 専用フロントグリル （メタル調フィニッシュ） 
● 専用フロントバンパー（メタル調フィニッシュ） 
● フロントフォグランプ
● サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラード
　 ドアミラー（メタル調フィニッシュ） 
● 専用リヤバンパーフィニッシャー（メタル調フィニッシュ） 
● 専用エンブレム（ Mode Premier / AUTECH）
● 専用15インチアルミホイール（切削光輝）&
　 185/65R15 88Sタイヤ
　 ※オーテック扱いオプション。e-POWERに標準装備。

● 専用シート地（グレージュコンビ or ブラックコンビ） &
　 ドアトリムクロス
● 運転席アームレスト 
● 専用本革巻ステアリング（本革&ステッチ専用色）
● オートエアコン（プッシュ式、デジタル表示）
　 ※e-POWER、DIG-Sはベース車に標準装備。

● 専用シルバーフィニッシャー
　 〈センタークラスターサイド、パワーウインドウスイッチ〉
● ピアノ調エアコン吹き出し口リング



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。    

www.autech.co.jp/
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 9：00～17：00〔月～金（祝日を除く）〕
オ ー テ ッ ク
コールセンター

0120-116-527

●本車両は持込み登録でオーテック扱いとなります。

詳しくはインターネットホームページをご覧ください。http://lv.nissan.jp/

＞＞受付時間  9：00～17：00〔月～金（祝日を除く）〕
0120-116-527

●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。

オーテック
コールセンター
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Photo：e-POWER X 助手席回転シート。ボディカラーはプレミアムコロナオレンジ（PM）〈＃EBB・特別塗装色〉。内装色はブラック〈G〉。オプション装着車。

助手席が電動で回転・昇降。車いすをお使いの方でも楽に乗り降りできます。

助手席スライドアップシート 

専用装備
オーテック扱いオプション
（ご注文時に申し受けます）

主要装備一覧
e-POWER

X X

2WD

X DIG-S

 4WD（モーターアシスト方式） ベース車　車名型式

全長×全幅×全高  mm
車両重量　　　　　kg
乗車定員　　　　　名

車両総重量　　　　kg
5

ニッサンDAA-HE12 ニッサンDBA-E12 ニッサンDBA-NE12
4100×1695×15354100×1695×1520

X FOUR e-POWER
X X X DIG-S

X FOUR

回転操作はストラップを
引くだけ。回転時に足を
乗せる折りたたみ式フット
レストで、足をそろえてス
マートに乗り降りできます。 
＊1  e - P O W E Rは6 5°、
e-POWER以外は55°と
なります。

助手席回転角度は65°＊1。
スムーズな乗降を
サポートします。毎日のおでかけはもちろん、和装やフォーマルな時でも

回転シートがやさしくエスコート。

助手席回転シート

（注）助手席回転シートを装着した場合、シートスライドはできません。また、座面高はベース車よりも若干高くなります。車両は持込み登録でオーテック扱いとなります。一部ディーラーオプションをお選びの場合、装着
できません。上記設定グレード以外への装着も特別架装にて承ることができます。詳しくは販売会社にお問い合せください。 ●ボディカラー/内装色組み合せはベース車と同一となります。詳細はP40-41をご覧ください。
●上記以外の仕様装備につきましては、P48-49の「ノート主要装備一覧」をご覧ください。 ●さらに詳しい情報はインターネットホームページをご覧ください。http://www.autech.co.jp/sv/note_kaiten/

助手席回転シート　　（注）

つり革グリップ〈助手席〉

スマート
セーフティ
エディション

1230 1060  1110 1130

1505 1335 1385 1405

乗降用グリップ〈助手席〉

4100×1695×1525

スマート
セーフティ
エディション

主要諸元

N O T E  e - P O W E Rの先進的な
走りをより個性的に際立たせる

スタイリッシュなエクステリアパーツ。

DEALER OPTIONe-STYLING PACKAGE

● ディーラーオプションの詳細は、ディーラーオプションカタログをご覧ください。

 「モード・プレミア」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）　  ディーラーオプション
 オーテック扱いオプション（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　  オーテック扱い特別装着オプション（ご注文時に申し受けます）

ノート「モード・プレミア」はベース車に対して、下記の特別装備が追加され、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P48-49の「ノート主要装備一覧」をご覧ください。

■ノート「モード・プレミア」主要装備一覧 ■ノート「モード・プレミア」主要諸元
モード・プレミア

2WD 4WD

HR12DE-EM57 HR12DE HR12DDR HR12DE

ベース車 e-POWER X X X DIG-S X FOUR

車名型式 ニッサンDAA-HE12 ニッサンDBA-E12 ニッサンDBA-NE12
寸法
　全長 4130mm 4130mm 4130mm 4130mm
　全幅 1695mm 1695mm 1695mm 1695mm
　全高 1520mm 1525mm 1525mm 1535mm
　室内寸法　長 2065mm 2065mm 2065mm 2065mm
　室内寸法　幅 1390mm 1390mm 1390mm 1390mm
　室内寸法　高 1255mm 1255mm 1255mm 1255mm
　ホイールベース 2600mm 2600mm 2600mm 2600mm
　トレッド   前 1480mm 1480mm 1480mm 1480mm
　トレッド   後 1485mm 1485mm 1485mm 1485mm
　最低地上高 130mm 150mm 150mm 155mm

重量・定員
　車両重量 1230kg 1050kg 1100kg 1120kg
　乗車定員 5名 5名 5名 5名
　車両総重量 1505kg 1325kg 1375kg 1395kg

性能

　最小回転半径 5.2m 4.7m〔5.2m〕 4.7m〔5.2m〕 4.7m〔5.2m〕
　主要燃費向上対策 ハイブリッドシステム

アイドリングストップ装置
可変バルブタイミング
ミラーサイクル
電動パワーステアリング

可変バルブタイミング
自動無段変速機（CVT）
電動パワーステアリング
発電電圧可変制御
アイドリングストップ装置

可変バルブタイミング
自動無段変速機（CVT）
電動パワーステアリング
発電電圧可変制御
アイドリングストップ装置

可変バルブタイミング
自動無段変速機（CVT）
電動パワーステアリング
発電電圧可変制御

諸装置
　駆動方式 前輪駆動 前輪駆動 前輪駆動 電動4WD
　ステアリングギヤ形式 ラック&ピニオン式 ラック&ピニオン式 ラック&ピニオン式 ラック&ピニオン式
　サスペンション　前 独立懸架ストラット式 独立懸架ストラット式 独立懸架ストラット式 独立懸架ストラット式
　サスペンション　後 トーションビーム式 トーションビーム式 トーションビーム式 トーションビーム式
　主ブレーキ　前 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 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
　主ブレーキ　後 リーディングトレーリング式 リーディングトレーリング式 リーディングトレーリング式 リーディングトレーリング式
　タイヤ　前・後 185/65R15 88S 185/70R14 88S 185/70R14 88S 185/70R14 88S

■注：〔　〕は専用15インチアルミホイール（切削光輝）&185/65R15 88Sタイヤ（オーテック扱いオプション）装着車。■エンジン主要諸元、
■変速比・最終減速比はベース車と同様です。なお、ベース車の諸元表はP50の「エンジン主要諸元」「変速比・最終減速比」をご覧ください。
※「モード・プレミア｣は専用エアロパーツ装着のため、縁石や段差の大きい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。●「モード・プレミア」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）と異なる場合があります。

モード・プレミア

2WD 4WD

HR12DE-EM57 HR12DE HR12DDR HR12DE

ベース車 e-POWER X X X DIG-S X FOUR

 ｜グレード別装備
■視界
LEDヘッドランプ（ロービーム、オートレベライザー付、プロジェクタータイプ、
LEDポジションランプ付）
ハロゲンヘッドランプ（ロービーム、マニュアルレべライザー付、プロジェクタータイプ）
フォグランプ
インテリジェントアラウンドビューモニター（移動物 検知機能付） ◆1 ◆1 ◆1
防眩式ルームミラー ◆1 ◆1 ◆1
■運転席まわり
専用本革巻きステアリング（革&ステッチ専用色）
専用シルバーフィニッシャー（センタークラスターサイド、パワーウィンドウスイッチ）
ピアノ調センタークラスターフィニッシャー
ピアノ調エアコン吹き出し口リング
■空調
オートエアコン（プッシュ式、デジタル表記）
外気温度計（メーター内ディスプレイ）
■オーディオ/ナビゲーション
日産オリジナルナビゲーション（日産オリジナルナビ取付パッケージ用）
日産オリジナルナビ取付パッケージ（ステアリングスイッチ、リヤ2スピーカー、
GPSアンテナ、TVアンテナ、TVアンテナ用ハーネス）
ナビレコお買得パック
日産オリジナルオーディオ
ETCユニット
■シート/内装
専用シート地（グレージュコンビ or ブラックコンビ）&ドアトリムクロス （注1）
運転席アームレスト
助手席回転シート （注2）
乗降用グリップ〈助手席〉 （注2）
専用フロアカーペット（消臭機能付、｢Mode Premier｣エンブレム付）
専用ラゲッジカーペット（消臭機能付、｢Mode Premier｣刺繍付）
■外装/タイヤ・ホイール
専用フロントグリル（メタル調フィニッシュ）
専用フロントバンパー（メタル調フィニッシュ）
サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー メタル調フィニッシュ メタル調フィニッシュ メタル調フィニッシュ メタル調フィニッシュ
専用リヤバンパーフィニッシャー（メタル調フィニッシュ）
専用エンブレム（Mode Premier / AUTECH）
専用15インチアルミホイール（切削光輝）&185/65R15 88Sタイヤ
■安全/メカニズム
SRSカーテンエアバッグシステム
インテリジェントエマージェンシーブレーキ＊1

LDW（車線逸脱警報）
踏み間違い衝突防止アシスト＊2 ◆1 ◆1 ◆1 ◆1
フロント&バックソナー ◆1 ◆1 ◆1 ◆1

ツーリング
パッケージ

専用16インチアルミホイール（切削光輝）&195/55R16 87Vタイヤ ◆2
専用チューニングサスペンション ◆2
専用チューニング電動パワーステアリング ◆2
ボディ補強（フロントクロスバー、フロント&リヤサスペンションメン
バーステー、センタートンネルステー、テールクロスバー） ◆2

ファインレスポンスVCM ◆2
■寒冷地仕様
ヒーター付ドアミラー ◆1 ◆3 ◆1 ◆3 ◆1 ◆3
PTC素子ヒーター ◆3 ◆3 ◆3
リヤヒーターダクト ◆3 ◆3 ◆3
高濃度不凍液 ◆3 ◆3 ◆3
〈安全装備の注意事項〉 ＊1 注意事項につきましてはP37の「＊1、＊2」をご覧ください。＊2 注意事項につきましてはP37の「＊1」をご覧ください。 ◆1～◆3はそれぞれセット
でメーカーオプションとなります。●「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）シートメイン部は「スエード調トリコット/トリコット」となります。（注2）助手席回転シートを装着した場合、助手席シートの一部機能及び装備内容が異なります。詳細は
P55をご覧ください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。（注3）販売会社での取付けにあたっては、専用工具が必要となります。詳しくは販売会社にお問い合わせ
いただくか、オーテック発行の「ライフケアビークル ディーラーオプションカタログ」をご覧ください。メーカーオプションの「SRSカーテンエアバッグシステム」をお選びいた
だいた場合は、装着できません。

■ボディカラー

●（CP）はカラークリアパール、（3P）は3コートパール、（TPM）はマイクロチタンパールメタリック、（P）はパール、（M）はメタリック、（PM）はパールメタリック、（TM）はチタンメタリックの略です。●内装色はグレージュ〈G〉またはブラック〈G〉をお選びいただけます。●印刷インキの性質上、実際の塗色と異なって見える場合があります。
＊e-POWER モード・プレミアのみ、お選びいただけます。

プレミアムコロナオレンジ（PM）
〈＃EBB〉（特別塗装色）＊

ギャラクシーゴールド（TM）
〈＃HAJ〉（特別塗装色）

ガーネットレッド（CP）
〈＃NBF〉（特別塗装色）

ソニックブルー（TPM）
〈＃RBE〉（特別塗装色）

ナデシコピンク（PM）
〈＃NAR〉

ブリリアントホワイトパール（3P）
〈＃QAB〉（特別塗装色）

ダークメタルグレー（M）
〈＃KAD〉

シャイニングブルー（PM）
〈＃RAW〉

インペリアルアンバー（P）
〈＃CAS〉（特別塗装色）

スーパーブラック
〈＃KH3〉

専用プラスチックバイザー
（「Mode Premier」エンブレム付）

専用フロアカーペット（消臭機能付、
「Mode Premier」エンブレム付）
※画像はe-Power専用

専用ラゲッジカーペット（消臭機能付、
「Mode Premier」刺繍付）

■オーテック扱いディーラーオプション

オーテック扱いディーラーオプションはこちらのURLでも紹介しています。
http://www.autech.co.jp/sv/note_modepremier/


