
Body Color
ボディカラー

■  専用フロントマーカーLED
■  専用15インチアルミホイール
■  LEDヘッドランプ

「プロ・スタイル  パッケージ」特別装備

エクステリア インテリア

「ライダー」特別装備

エクステリア

専用サイドシルプロテクター&専用リヤアンダープロテクター 専用ルーフスポイラー＊1

圧巻の迫力と力強さ。
NV350キャラバン「ライダー」登場。

オーテック扱いオプション

02

04

●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、（P）はパール、（M）はメタリックの略です。 ●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。

ブリリアントホワイトパール（3P）
〈＃QAB〉（特別塗装色）

ファントムブラック（P）
〈＃GAE〉（特別塗装色）

ダークメタルグレー（M）
〈＃KAD〉

インペリアルアンバー（P）
〈＃CAS〉（特別塗装色）

Photo ： ライダー バン プレミアムGX（2WD・ガソリン）。
ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア。
ボディカラーはブリリアントホワイトパール（3P）〈＃QAB〉（特別塗装色）。

＊1  メーカーオプションのインテリジェント  アラウンドビューモニター装着車（リヤアンダーミラーレス車）のみ取付可能です。
●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。

■  専用フロントグリル
■  専用フロントプロテクター
■  専用エンブレム

■  専用15インチアルミホイール
    （オーテック扱いオプション＊2）

■  専用フロントマーカーLED
    （オーテック扱いオプション＊2）

■  ライダー専用インテリア01

■  本革巻3本スポークステアリング
■  ドアトリム  
■  防水シート
     （セルクロス®/カブロン®/パートナー®）
     （フロント&セカンド） 
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Photo ： ライダー プロ・スタイル パッケージ バン プレミアムGX（2WD・ガソリン）。内装色はダークグレー〈W〉。
インテリジェント アラウンドビューモニター＋ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー＋ヒーター付ドアミラー＋フロントアンダーミラーレス＋
リヤアンダーミラーレスはセットでメーカーオプション。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。※画面はハメ込み合成です。

Photo ： ライダー プロ・スタイル パッケージ バン プレミアムGX（2WD・ガソリン）。
ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア。
ボディカラーはブリリアントホワイトパール（3P）〈＃QAB〉（特別塗装色）。
インテリジェント アラウンドビューモニター＋ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー＋ヒーター付ドアミラー＋
フロントアンダーミラーレス＋リヤアンダーミラーレスはセットでメーカーオプション。
専用サイドシルプロテクター&専用リヤアンダープロテクター、専用ルーフスポイラーはオーテック扱いオプション。
専用ボディサイドデカールはオーテック扱いディーラーオプション。
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＊2  プロ・スタイル  パッケージをお選びの場合、標準装備。
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●「送迎タイプ」「チェアキャブ」は持込み登録でオーテック扱いとなります。
●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。

ライフケアビークル

日産自動車グループでは、生活のいろいろなシーンで
お役に立ちたいとの意味を込め、福祉車両を「ライフケアビークル」
LV（Life Care Vehicles）と呼んでいます。http://lv.nissan.co.jp/LVCAR/NV350CARAVAN/＞＞ 受付時間 9：30～18：000120-116-527オーテック

コールセンター

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。

送迎タイプ 送迎車に最適な充実の装備。

■ 乗降時や走行中につかめる手すり。

■ 1段増えて乗り降りしやすいオートステップ。

車いすのまま乗車できる全自動リフター付

チェアキャブ（車いす仕様車）

ワゴンDX   2 W D   標準幅   ロングボディ  標準ルーフ   Q R 2 5 D Eエンジン
ワゴンGX   2 W D   標準幅   ロングボディ  標準ルーフ   Q R 2 5 D Eエンジン
ワゴンGX   2 W D   標準幅   スーパーロングボディ  ハイルーフ   Q R 2 5 D Eエンジン

「送迎タイプ」「ライフケアビークル」の
専用カタログもご用意しています。

■ スムースな乗降を実現する折りたたみシート。（ワゴンのみ）

マイクロバスGX   2 W D   ワイド幅   スーパーロングボディ  ハイルーフ   Q R 2 5 D Eエンジン
マイクロバスGX   2 W D   ワイド幅   スーパーロングボディ  ハイルーフ   Y D 2 5 D DT iエンジン

※送迎タイプマイクロバスGXは、オプション選択により、事業用登録（営業登録）が可能です。詳細は、カーライフアドバイザーにお問い合わせください。

Photo：ワゴンDX。内装色はダークグレー〈W〉。

Photo：ワゴンGX。スーパーロングボディ ハイルーフ。オプション装着車。内装色はダークグレー〈W〉。

10人乗

14人乗

Photo：ワゴンGX。スーパーロングボディ ハイルーフ。内装色はダークグレー〈W〉。
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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  9：3 0～ 1 8：0 0
0120-116-527オーテック

コールセンター

www.autech.co.jp/

専用プラスチックバイザー 専用フロントデュアルカーペット（消臭機能付） 防水ラゲッジマット 専用ボディサイドデカール ホイールデカール、センターキャップエンブレム

■オーテック扱いディーラーオプション

http://www.autech.co.jp/sv/
nv350caravan_rider/index.html

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。

NV350キャラバン「ライダー」主要装備一覧  「ライダー」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）　  オーテック扱いオプション（ご注文時に申し受けます）

NV350キャラバン「ライダー」主要諸元
車種 仕様 ライダー

車型 バン ワゴン
駆動方式 2WD（後輪駆動） 4WD 2WD（後輪駆動）
ボディタイプ ロングボディ ロングボディ ロングボディ
ボディ幅 / ルーフ形状 標準幅 / 標準ルーフ 標準幅 / 標準ルーフ 標準幅 / 標準ルーフ
エンジン QR20DE YD25DDTi YD25DDTi QR25DE
定員 2/3/5人 3/6人 2/3/5人 3/6人 2/3/5人 3/6人 10人
グレード プレミアムGX DX プレミアムGX DX プレミアムGX DX GX

プロ・スタイル パッケージ プロ・スタイル パッケージ プロ・スタイル パッケージ
ドア数 5ドア 4ドア 5ドア 5ドア 4ドア 5ドア 5ドア 4ドア 5ドア 4ドア

ベース車 車名型式 ニッサンCBF-VR2E26 ニッサンLDF-VW2E26 ニッサンLDF-VW6E26 ニッサンCBA-KS2E26
運転タイプ フルレンジ電子制御5速オートマチック〔5E-ATx〕
ナンバープレート番号 4ナンバー 3ナンバー
寸法 全長 mm 4695 4695 4695

全幅 mm 1695 1695 1695
全高 mm 1990 1990 1990
室内長 mm 3050/1860 3040/2000 3050/1860 3040/2000 3050/1860 3040/2000 3765
室内幅 mm 1520 1545 1520 1545 1520 1545 1545
室内高 mm 1325 1345 1325 1345 1325 1345 1345
ホイールベース mm 2555 2555 2555
トレッド 前／後 mm 1475／1450 1470／1450 1475／1450
最低地上高 mm 170 170 170
床面地上高 mm 625 625 625

重量・定員 車両重量（注1） kg 1810 1810 1720 1750 1970 1970 1880 1910 2070 2070 1980 2010 1870
乗車定員 名 2/3/5 3/6 2/3/5 3/6 2/3/5 3/6 10
最大積載量 kg 1000/950/850 1200/950 1000/950/850 1200/950 1000/950/850 1000/850 ̶
車両総重量（注1） kg 2920/2925/2935 3085/3000 3115/3030 3080/3085/3095 3245/3160 3275/3190 3180/3185/3195 3145/3160 3175/3190 2420

性能 最小回転半径 m 5.2 5.7 5.2

●「ライダー」の「エンジン主要諸元」「変速比・最終減速比」「諸装置」はベース車と同仕様です。なお、ベース車の諸元はP54の「エンジン主要諸元」「変速比・最終減速比」「諸装置」をご覧ください。●「ライダー」はフロア：低床となります。※「ライダー」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」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。（注1）メーカーオプションで便利パック（◆1）をお選びの場合、車両重量および車両総重量はそれぞれ20kg増となります。

ライダー
プロ・スタイル パッケージ

ベース車

バン ワゴン
プレミアムGX DX GX

ロングボディ  標準幅  標準ルーフ
5人乗 5人乗 6人乗 10人乗

  ｜グレード別装備
視界 UVカット断熱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） ◆1

スライドサイドウインドウ セカンドシート 両側 セカンドシート 両側 セカンドシート 両側 ◆1 セカンドシート サードシート 運転席側
ハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベライザー付）
LEDヘッドランプ（ハイ/ロービーム、オートレベライザー付） ◆3 ◆4 ◆5（注1） ◆2 ◆3 ◆4 ◆5 ◆3（注1）
LEDリヤコンビネーションランプ ◆2 ◆3 ◆4 ◆5
フォグランプ ◆2 ◆3 ◆4 ◆5
専用フロントマーカーLED ◆8 ◆9 ◆10 ◆11 ◆12（注1） ◆8 ◆9 ◆10（注1） ◆8 ◆9 ◆10（注1）
サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー（メッキ） （注2）
フロントアンダーミラーレス ◆7 ◆3 ◆4 ◆3 ◆4 ◆3
リヤアンダーミラーレス ◆7 ◆3 ◆4 ◆3 ◆4 ◆3
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  （注3） ◆7 ◆3 ◆4 ◆3 ◆4 ◆3
ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー ◆7 ◆3 ◆4 ◆3 ◆4 ◆3

運転席まわり 専用本革巻3本スポークステアリング
ウレタン3本スポークステアリング シルバー加飾付 シルバー加飾付
メーター内車両情報表示ディスプレイ カラ― カラ― カラ―

空調 マニュアルエアコン
マニュアルエアコン＋リヤクーラー （注4） ◆1
オートエアコン＋リヤクーラー
リヤヒーター ◆6

シート 専用防水シート（セルクロス®/カブロン®/パートナー®）（フロント&セカンド）＊3　
室内・荷室装備 専用ドアトリム

リヤホイールハウストリム（カーペット） （注2）
ホイール 専用15インチアルミホイール（15×5.5J）、インセット45、P.C.D：139.7（6穴） ◆8 ◆9 ◆11 ◆12 ◆8 ◆9 ◆8 ◆9

フルホイールカバー
外装 専用フロントグリル

専用フロントプロテクター
専用エンブレム
専用ルーフスポイラー （注5） ◆9 ◆10 ◆12 ◆9 ◆10 ◆9 ◆10
専用サイドシルプロテクター&専用リヤアンダープロテクター ◆11 ◆12
フロント・リヤカラードバンパー （注2）
メッキバックドアフィニッシャー （注2）
スライドドアオートクロージャー 両側 両側 助手席側 ◆1 助手席側
バックドアオートクロージャー ◆1

安全/メカニズム インテリジェント エマージェンシーブレーキ＊2＋VDC（ビークルダイナミクスコントロール［TCS機能含む］）＋ヒルスタートアシスト＋EBD（電子制御制動力配分システム）
インテリジェント エマージェンシーブレーキレス＋VDC（ビークルダイナミクスコントロール［TCS機能含む］）レス＋ヒルスタートアシストレス＋EBD（電子制御制動力配分システム）レス
VDC（ビークルダイナミクスコントロール［TCS機能含む］）＋ヒルスタートアシスト＋EBD（電子制御制動力配分システム）
SRSエアバッグ〈助手席〉＋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 （注6） ◆4 ◆5 ◆4 ◆5

寒冷地仕様 高濃度不凍液、寒冷地対応バッテリー（2.5Lディーゼルターボ車＊4）、PTC素子ヒーター（2.5Lディーゼルターボ車） ◆6
ヒーター付ドアミラー ◆7 ◆3 ◆4 ◆3 ◆4 ◆6 ◆3

セットメーカーオプション一覧 適用

◆1 便利パック：UVカット断熱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（セカンドシート両側）＋
スライドドアオートクロージャー＋バックドアオートクロージャー＋リヤクーラー ライダー バンDX

◆2 LEDヘッドランプ＋LEDリヤコンビネーションランプ（注7）＋フォグランプ（注7）
◆3 ◆2＋インテリジェント アラウンドビューモニター＋ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー＋ヒーター付ドアミラー＋

フロントアンダーミラーレス＋リヤアンダーミラーレス
ライダー バンDX/プレミアムGX（プロ・
スタイル パッケージを除く）/ワゴンGX

◆4 ◆3＋SRSエアバッグ〈助手席〉＋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 ライダー バンDX/プレミアムGX（プロ・
スタイル パッケージを除く）◆5 ◆2＋SRSエアバッグ〈助手席〉＋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

◆6 寒冷地仕様＋リヤヒーター ライダー バンDX
◆7 インテリジェント アラウンドビューモニター＋ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー＋ヒーター付ドアミラー＋

フロントアンダーミラーレス＋リヤアンダーミラーレス
ライダー プロ・スタイル パッケージ バン 
プレミアムGX

セットオーテック扱いオプション一覧 適用
◆8 専用フロントマーカーLED＋専用15インチアルミホイール ライダー バンDX/プレミアムGX

（プロ・スタイル パッケージを除く）/
ワゴンGX

◆9 ◆8＋専用ルーフスポイラー（注5）
◆10 専用フロントマーカーLED＋専用ルーフスポイラー（注5）
◆11 ◆8＋専用サイドシルプロテクター&専用リヤアンダープロテクター ライダー バン プレミアムGX

（プロ・スタイル パッケージを除く）◆12 ◆11＋専用ルーフスポイラー（注5）

〈安全装備の注意事項〉 ＊1 P26の「＊1、＊2、＊3、＊4」をご覧ください。 ＊2 P26の「＊1」、P27の「＊5、＊6」をご覧ください。◆1～12はそれぞれセットでメーカーオプション、オーテック扱いオプションです。詳しくは下記「セットメーカーオプション一覧」「セットオーテック扱いオプション一覧」をご覧ください。●「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。●10人乗ワゴンは旅客運送事業用自動車非適合。＊3 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
はベース車と同様です。＊4 容量は標準仕様と同じですが、低温時の始動性能が高いバッテリーです。（注1）単独でもお選びいただけます。（注2）EXパックの装備となります。（注3）インテリジェント エマージェンシーブレーキレス＋VDCレス＋ヒルスタートアシストレス＋EBDレスと同時装着できません。（注4）選択時、センターピ
ラーにトリムが追加されます。（注5）オーテック扱いオプションの「専用ルーフスポイラー」を選択する場合は、必ずメーカーオプション◆3◆4◆7いずれかをセットでお選び下さい。（注6）選択時、アシストトレイ（リッド付）は装着されません。（注7）バン プレミアムGX、ワゴンGXは標準装備。

NV350キャラバン「ライダー」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P46～48「NV350キャラバン バン 主要装備一覧」、
P49～51「NV350キャラバン ワゴン／マイクロバス 主要装備一覧」をご覧ください。




