




●

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［＝＝］KiげSバージョン特別装備

■バサラKid’sバージョン主要装備一覧E＝コ様準装備［＝コメーカーオブション（ご注文時に申し受けます）

KidOsバージョン
全享標準装備

　　　　　　　　　　　　　　　　　　車種

部 後席デレビ付車

■視界

●最適配光バロゲンヘウドランプ

怩tVカント踊弘グリーンガラス｛フロントドアガラス｝

ハイビームプロジェクター内蔵大型立体ヘッドランプ．

UVカットグリーンガラス（フロントガラス）
●広角ドアミラー●フロント舞廠貸けつ式マルチリンクワイパー

プライバシーガラス縄V方ント旨蝦鮒ノ1リヤドア．リヤサイド，バ7クドア蕩ラス｝

●．リや間けつ式ワイパー

恂h眩式ルームミラー●熱線リヤウインドウ 題動格納式リモコンカラードドアミラー

■運転席まわり／空調

●舞董琶様（シフトノブ．パフケドアプル月ンドル｝●パワ」ステ

Aリング●チルトステアリング●シフト求ジションインジケーター

4本スポークステアリング（抗菌仕様）

イグニッシミンキー照明
●デ労ル酬●．タ箒メ→一●圃警告灯●搬闘．

オゾンセーフフルオートエアコン〈デュアル〉（注1）哨●シガーライター置潮●へ7ドランプ酒し忘れ警灘●キー披

b齔z●’刃ウィ罪ウ僑紗イス雛心隔ワ砂ガ．

Lーオフ竣作動．挟み込み階止霞声付）●簾中ドアロ7ク1パ7ク

ミクロガードヒhアトロンζフ回ントエアコン組込みタイフり

助手席バニティミラー
ドア連鋤●マゥブランプ●カード孝7クスω7f骨｝●運転實

Cンストポケ7ト●フ7トレλト●是踏β式パーキングブレーキ民り

闊黹Xレ凶一●ビ，樋｛ン●ドアミラースイ7チ闘

リモートコントロールエントリーシステム

iバックドア連動、作動確認機能付〕

■オーディオ

●ガラスアンテナ CD一．体AMIFM電．子チューナーラジオ

i80W、4日中ーカー、FMダイバーシティ〉

ナビゲーションシステム（CD・ROM方式）（注2）（注3）

後席テレビ（8インチワイド液晶モニター、ワイヤレスリモコン、

ｹ声多重チ斗一ナーしルーフ取付型ダイバーシティアンテナ81｝

ビデオ端子

■内装
カーボン無二フーウィンドウスイッチまわり、助手席側インスト、シフトノブ

インストロアボックス1インナーボックス付Mインナーポっクスのみ拭薗仕蝶｝

インストセンターポケット

インサイドドアハンドル〈内装色〉

パLソナルランプ（セカンド、サードシート）

ドアステップランプ（フロントドア．リヤドア）

●インストァッパーボックス　　（注2）

怎Lー連動室内照明システム．

怎Jップホルダー

@（フロント、セカンド、サード各2個）

怐Dドアポケット（フロントドア、リヤドア）

怎Oローブボックスランプ

怎Aシストグリップ

恟侮關ﾈ用買い物フック

怎宴Qッジサイドボックス

怎宴Qッジルーム電源ゾケット

怎宴Qッジアンダーボックス　　（注3）

怎宴Qッジフック（て2個）

ルームランプ 大型◆ ．　大型◆

角度調整式ラゲッジルームランプ

ユーティリティロープ

トラッシュ求ソクス

ラゲッジトレイ

ラゲウジネット

．電源コ1セント（AC1．◎6V・｛OOW）．　　　一．
一．

■シート関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『
アームレスト（運転席・助手席）〈角度謂整式〉●セカンドシートロノグスライド

怎Vートリクライニング

@（フロント、セカンド、サード）

恟繪ｺ調整式ヘッドレスト

@（フロント、セカンド、サード）．

シートバックグリップ（運転席・助手席）

i助手席シートバック買い物フック付）
フロント

シートバックポケット（運転席・助手席）

運転席シートサイドポケット

シートアンダートレイ（助手席）

セカンド
ウォークイン二子付スプリット式ベンチシート（8人乗働

Vートバックテーブル＆シートアンダートレイ付．

サード マルチアップシート

三口ノート生地（カブロン脚パートナ禦コンビ）

專用ドアトリム地．くクロス｝　　　　＿

■外観／タイヤ・ホイール

UVカット厳熱ガラスツインサンルーフ

i．リヤはワンタッチ、挟み込み防止機構付）（注4）
◆ ◆

●リヤスポイラー

@（LED二二イマウントストップランプ付）

恆蛹^カラードバンパー

怎Xペアタイヤ．（応急用タイヤ）．

フロントグリル（スモークメッキ調）

サイドシルプロテクター
　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．；　一　　．　一
齬pボテヤサイ．ドズトライブ

専用ネrこノグステッカー　．．一一．　．．一　＿一

205165R1594Sタイヤ
15インチブルホイールカバー

■メカニズム／安全

運転．席・助手席SRSエアノ勤グシステム

ABS（アンチロックブレーキシステム）

ブレーキアシスト

●運転鱈テンションリデューサーELR付3点式シートベルト

恟侮關ﾈEL日付3点式シートベルト

怎ZカンドELR．付3点式シ「トペルト（中央2点式〕

怎TードEしR付3点式シートベルト（中央2点式）

怏�]席シートベルト非着用時警告灯

怎tロントシート上下調整式シートベルトアンカー

怎Tイドドアビrム●フロントベンチレ吻ドデヒスクブレ高キ．

EBD（電子制御制動力配分システム）

ロードリミッター付ブリテンショナーシートベルト（フロントシート）

チャイルドシート固定二二付シートベルト〔セカンド・サー二一ト各左右2席｝

■その他

寒冷地仕様

■主要諸元 ［］は後席テレビ口車

轍 2WD　　　　　　　　　　　　　4WD

KA24DE

諸元 Kid’sバージョン

●ベース車車名型式 ニッサンGF－JU30　　　　　　ニッサンGF－JNU30

●運転タイプ（コラムシフト） フルレンジ電子制御4速オートマチック〔E・AT〕

●車種記号 JBGARC．BU30EDAP3C［D】AZ　JBGNRCBU30EDAP3C［D］AZ
●寸法．

全長×全幅×全窩 mm 4795×1770×1720※

室内寸法 長×幅×高 m而 2890×1480×1．200．（サンノ．レーフ．装着」紅は1150）

ホイールベーズ mm 2800

トレヅド前ノ後 mm 153ξ！1520　　　　　　　　　　　　　　　　1535F1515

最低地上高 mm 150

■璽量・定員

車両重畳 kg 1610　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1720．

乗車定員 名． 8

車両総重量 k
g

2050　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2160

●性能

最小回転半径 m 5．4

●諸装置
．． D ．．

駆動方式 ・　　　　前輪駆動　　　　　　　　　　　4輪駆動

ステアリングギヤ形式 パワーアシスト付ラック＆ピニオン式

サスペンション 前 独立懸架ス．トラット式

〃 後 マルチリンクビーム式　　　　独立懸架マルチリンク式

主ブレーキ 前履 ベンチレーテッドデ守スク謁リーディングトレーリング式

タイヤ　前・後 205～65R1594S
※後席テレビ付車の場合、ルーフにアンテナが装着されるため全高が1740m巾となりますg

■エンジン主要諸元　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔〕内は4WD車

型式 KA24DE
種類・シリンダー数 DOHC・直列4気筒

シリンダー内径X行程　　mm 89，0×96．O

総排気量　　　　　　　L 2，38B

圧縮比 9．2

最高出力　　　kW（PS）1rpm 110（150）〆5600

最大トルク　N・m（㎏m）〆rpm 216（22．0）14400

燃料供給装置 ニツ：サンEGI（ECCS）

使用燃料・タンク容量　　　L 無鉛レギュラーガソリ．ン．・65〔60〕

●このカタログのエンジン出力表示はすべて「ネット値」．です。●エンジン出力表示にはネット値とグロス値が

あります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同

．条件で測定したものです。．同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動草で約15％

程度低い値（自工会調べ）となっています。●本諸元に記載されてしる車両は全車3ナンバーとなります。

〈国際単位系（SI冨エスアイ）によるエンジン出力・トルク表記について〉

計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW．（キロワット）．」、エンジント

ルク単位「kgm」は「N・m（ニュートンメートル〉」のSI単位．とします。なお、「PS」及び「kgrn」かうSI単位へ．の

換算値は次のとおりです。数値は整．数単．位まてとし．小数点第1位を四捨五入します。

1PS＝O．7355kW　lkgm＝9．80665N・m
●本車両は持ち込み登録で、オーテック扱いとなります。

9

PHOTO：バサラKid’sバージョン。ボディカラーはプラチナシルバー（Ml〈＃KLO＞。

《ディーラーオプション》

●チャイルドセーフティシート

♂

q．

寒冷地仕様の主な内審1

（メーカーオプション1

●ワイパーデアイサー℃エンジン連動ヒーター付ドアミラー（キャンセル機構付）

●エンジン連動熱線リヤウインドウ（キャンセル機構付）●リヤヒーター●大型バッテリー

　　　　　　　　　　　　　　蟻ワイパーデアイサーとは、熱線でワイパーブレードとフロントガラスとの氷結を渚かす装置です。

◆はセットオプションとなります。

羽ルーフ取付型ダイバーシティアンテナは、ルーフ後．部左右2ヶ所に装着されます。

＊2「カブロン刈、「パートナーR．」はアキレス株式会社の登録．商標です。

（注1）リヤはクーラー機能のみとなります。

（注2）ナビゲーションシステム装着車はインストアッパーボックスは装備されません。

（注3）ラゲッジアンダーボックスの収．納スペースが小さくなります。

．（注4）フロントはスライド・チルトアップ、リヤはスライドします。

●「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。

∩衷内の緑文字は新室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。

P（プレミアム〉タイプ

．㎏

■ボディカラー

ボデイカラー 内装色

ホワイトパール（3P．）．（＃QT1・特別塗装色〉

プラチナシルバー（M）＜＃KLO＞
ウォームグレー（W）

（3P）は3コートパール、（M）はメタリックの略です。

E（エクセレン）タイプ※　S（スタンダード）タイプ巌　HK〔ハローキティ）タイプ

（新生児対応）　　　　　　　（＝璽）　　　　　◎’76，‘99SANRIO　CO．↓τD，

　　　　　　　　　　　　　　　　」．　．　　　　　　　‘

｡適用表

　　　　　　　　　　　　　　※写真のインナークッシ9ンは別売です。　＿馬

怎W・ニアセーフティシート濡． C●ベビーシV灘毒
・織‘　　　ダ

前席 2列席 3列席 適用目安
項　目

助手席 外側席 中央席 外側席中央席
取付向き

体重 参考身長 参考年齢

ベビLシート × ○ × ○　　× 後向き 新生児～10陶未満 新生児～7恥吊以下 縦児一生鯉ヶ月跡

新生児対応崇 × ○ ．○ ○　○ 後．向き 新生児一9㎏未満 新生児～7鈎m未満 縦児～生搬ヶ服纐

× ○ o Q　O ．後向き 殉以上～9㎏未満 勲以上～7自㎝未満 生蹄月頃～蜘甫贈チャイルド

Zーフティシート Q ○ ○ O　o 前向き 9櫓以上～1陶以下 73㎝以上刈OD㎝以下 生御ケ月頃～徽頃凝

ンユニアセーフティシート ○ O ○ ○　○ 前向き 胸以上州晩以下 棚㎞以上司鋤輔 万頃団。歳頃まで

※新生児にお使いになる場合は別売．のインナークッションとのセット装藏をおすすめします．

，

日産自動車蛛式会：社
〒104・8023　東京都中央区銀座6丁目17番1号

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。

お問い合わせばバサラ取り扱い販売会社、または下記フリーダイヤルへとうそ。

お客様相談室
月～金亟藝0120－315－232
（祝日を除く）9＝00～12＝0013：bo～17：00

日産インフォメーションセンター

土・日画画0120－838－232
曾＝00～12：0013＝00～16二〇〇

夢’ガ∫今…繊鋤～ご

ノ4U’「EI＝H

お問い合わせ＝・ご椙膜は下記へお願いいたし嘱す．

株式会社オーテックジャパン

〒253－8571神奈川県茅ケ繭市萩園ε24－2
電話　　（．0467）87．一8　0　0　1

http＝〃www，nissan．co．jpノ
●このカタログの内容は2000年6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。

●ボディカラーおよび内装色は、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。
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