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■主要装備一覧
［豆コ標準装備［至コメ：一カーオプション（ご注文時に申し受けます）

［＝コフィールドペースX特別装備

全車標準装備 装備
ブイールド

xースX
■視界

プライバシーガラス（サイドウインドウ、バックドア） △
スライドサイドウインドウ ○

●グリーンガラス

怎nロゲンヘッドランプ
怎tロントアンダーミラー
怎潟сAンダーミラー
怎tロント．無段間けつ式ワイパー

iウオッシャー連動）

フォグランプ Q
カスタムミラー（メッキ・電動．リモコン） ○

ルームミラー ○防眩式

リヤワイパー（問．けつ式〉十熱線リヤウイン．ドウ ○

■運転席まわり

4本スポークステアリング（エアバッグ付） ○

タコメーター付4連ホワイトパー．ルメーター ○

半ドア警告灯 O
カセットー鰍用／F憎電子チューナーラジオ（デジタル時計組込．み） 0
スピーカー 04
パワーウインド．ウ（運転席・助手席） o

●パワーステアリング
@（エンジン回転数感応式）

怐Dコラムシフト
怎Vフトポジ．ションインジケーター
怎uレーキ液面警告灯　●充電警告灯
恂箞ｳ警告灯●燃料残量警告灯
怎Eォッシャー液面警告灯
怎Lー抜き．忘れ警報
怎wッドランプ消し忘れ警報
怎Tンバイザー
怎tロントドアポケット（両席）
怎Vガーライター　●灰皿（照明付）

怎hライバーズポケット
@（コインホルダー、カードホ．ルダー，小物入れ）

集中ドアロック（バックドア連動） ○

電磁式フユーエルフィラーリッドオープナー ○

リモートコントロールエントリーシステム △
フロントルームラ． 塔v ○

卜慮Nローフボックス． ○

マルチセンターコンソール（リッド付、前後席カップホルダー付） O
フットレ．スト ○

■室内装備
オゾンセーヲデュァルエァコン（フロントエアコン十リヤクーラー｝ ○

リヤヒーター（ビルトイン） △

助手席シートスライド ○

ヘッドレスト．付フロントローバックシート　（注1） o
セカンドリクライニングシート（ベッド兼用、対座機構付｝ ○

サードシート（．ベッド蕪用） o
折り．たたみ式ベット ○

シ．一ト地（フロント＝ダブルラッセル、リヤ：トリコット） ○

助手席シートバックポケット o

●運転席シートスライド
恟侮關ﾈアシストグリップ
恟ｸ降用グリップ（前．席両側）
怎Cンスト．ロアトレイ（冷風グリル付）

怎Cンストアッパートレイ
恪~車用パッド
怎`ャイルドセーフティドアロック

iスライドトア）

怎oヅクドアインサイドハンドル

@　　　層

ルー．ムランプ（後席天井部大型、バックドア上方蔀） ○

フロントドアフルトリム ○ダブルラワセル

天井トリム ○吊り天井

ボディサイドフルトリム ○

スライド．ドアステップトリム ○大型一体

バックドアトリムボード ○塩ビ

フロントフロアカーペット（ドットニードル） ○

リヤフロア（木目調） ○

オートク三一ジャー　スライドドア
オートクロージャー（バックドア）． ○

カーテン（フロント悶仕切．「サイド、リヤ） ○

脱着式テーブル ○

ギャレー（シンク、給・排水タンケ20リットル．カセットコンロ） ○

調理台 ○

■外鼓

●リヤステップ 北開度2段開きハックドア △
メッキグリル ○

フロント＆リ．ヤ．カラードバンバー o
平物マットガード．（フロント．＆リヤ） ○

ドリ．ツブモール ○

■タイヤ／ホイール
●スペアタイヤ（スチールホイール） 195／80．R15103！101LLT ．○前輸

195／80．R1510ア！105LLT ○後輪

ロードホイールセンター．キャップ ○ブラノク

■安全／メカニズム．

運転席SRSエアバッグシステム十
^転席口．一ドリミッ．ター付プリテンショナーシートベルト

○
●フロントベンチレーテッドディスク式ブレーキ

怎潟сuレーキオートアジャスター
怏^転席テンションリデューサーELR付
@3点式．シートベルト
怏^転席シー．トペルト非着用時警告灯

恟侮關ﾈELR付3点式シートベルト
怎Tイドドアビーム
怎香[ルオーバーバルブ

助手席SRSエアバッグシステム十
侮關ﾈロードリ．ミッター付プリテンショナーシートベルト

○

ABS（アンチロックブレーキシステム） O
セカンド席ELR付3点式シートベルト（中央2点式）（注2） ○

サード庸ELR付3点式シートヘルト〈中央2点式〉 ○

■オーテック扱いオプションー覧

項　　目． オプションコード

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一Tイドオーニング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌．QO¶・

プライバシーテント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注4） QO2
脱着式網戸（スライドサイドウインドウ）　　　　　　　　　　　　　　　　（注5） QO3
フロアカーペット 、　NO4
100V外部電源入力コンセント、車内AC100Vコンセント．＆DC12Vコンバーター EO5
冷・温蔵庫（13の r　EO6
後席蛍光灯．高級タイプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注6） EO7
三角ジャッキ SO8
消火器 τ一　SO9

（注4）プライバシーテントはサイトオ一匹ンクとセットでお選ひください。
（注5）スライドドア部には装着さ．れません。

住6）標準装備のルームランプ（後席天井部大型）と交換となります。
●オーテック扱いオプシ．ヨンはこ主文時に申し受けます。オーテックで装即するため．ご注文後はお受け
　できませんのでご了承．．くヂさい。

■主要諸元
仕様 ブイールドベースX
駆動方式 2WD　　　　　　　　　　4WD

　　　　　　　　　車種

伯ｳ

求ディタイプ・ルーフ形状 スーパーロングボディ・ハィルーフ

ドア数 ．4ドア

●エンジン KA24DE ZD30DD

●ヘース車車名型式
　ニッ．サン

fE－CQGE．25
　ニッサン

jG－CWGE25
　ニッサン

jG・CWMGE25
●運転タイプ フルレンジ雷子制御4速オート．マチノク〔EA↑〕．

●車種記号
LBG4RTAE25
dD6PlGAZ

LWS4RTAE25
cD6PICAZ

LWS8RTAE25
cD6PICAZ

●寸法

全長X全幅X全高　　　　　　　　　　　　mrn 4990X．1690×2275
室内寸法長×幅×高　　　　　　　　　　mm 3910×て5て0×1605
ホイールペース　　　　　　　　　　　　　　　　mm 2715
トレツ．ド　前！後　　　　　　　　　　　　　　　．mm 14．70／1450

最低地上高　　　　　　　　　　　　　　　mm で60

●璽量1定員

車両璽■　　　　　　　　　　　　　　　　k 20．10．　　　　　　　　　2180　　　　　　　　　2230

乗車定員 人 6〔就寝定員12）

車両総重量　　　　　　　　　　　　　　k 2340．　　　　　　　　2510　　　　　　　　　2．560

●性能
最小回転半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　m　　　　　　　　　　　　　5．4

●諸鼓置

クラッチ二二 トルクコンバーター

ステアリングギヤ野式 ラック＆ピニオン式

懸架方式前後 ダブル．ウィッノユf一ン式／リジ．ッドリーフ式

主ブレーキ前／後 ベンチレーテッドディ．スク式／リーディングトレーリング式

タイヤ　前！後 195／80R15103／101　LT／195／80R15107／105　LT

■エンジン主要諸元
型式 KA24DE　　　　　　　　　　　　　　ZD30DD．

種類・シ．リンダー数 DOHC・水冷直列4気筒
シリンダー内径×行程　　　　mm 890×960 96，σ×でσ20

総排気量　　　　　　　　　　L 2，388 2953
圧縮比 9．2 18．．5

最大出力　　　　　kW〔PS〕ノr　m 103〔14Q〕／5600 ブ7〔105〕！380．O

最大トルク　　　N・m〔km〕！rrh 202〔20．6〕！28．OO 226〔23．O〕！2000

燃料供給装置 ニッサンEGI（ECCS） E．cl（電子制御燃料噴射装置）

使用燃料・タンク容■　　　　　L 無鉛レギュラー．ガノリノ　65 軽油．・65

本車両には「使用燃料」に記載さ．れている燃料をご使用くだ．さい。指定以外の燃料をご使用になると不具合

が発生する恐れがあります。尚、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象

となりませんのでご庄意ください。

●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．表示にはネノト値とグロス値が

あり．ます。「クロス」はエノジン単体で測定したもので．あり「不ノト」とはエノジンを車両に搭載した状態とほぼ

同条件で測定し≠ものです。同じエンブノで測定した場合「不ット」は「ダロス」よりもガソリン自動車て約15％、

ディ．一セル乗用車て約10％程度低い値（自工会調べ）となっています。
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寒冷地仕様の主な内容
くメーカーオプション）

●ワイパーデァイサー（注3＞●ヒーター付カスタム、ラー（メッ．
キ・電動リモコン1●寒冷地仕様クーラ．ント　●大型バッテリー
（デ．イーゼル車は2個積み）●ヒートアップスイッチ（ディーゼル車）

（注1）ギャレー及ひ調理台と干渉するため、シートリクライニングは途中までとなります。
（注2）対座状態では、2点式となります。
．（注3）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溶かす装置です。

●メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場て装着するため、ご注文後はお受けで
　きませんのでご了承ください。

■二面図 〔単位：mm）

コ
8
掌 85

コ

〈国際単位系（S1肩エスアイ〉によるエンジン出力・トルクの表記について〉
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用．してしナエノジン出力単位「PS」は「kW〔キロワノト）」．、エンノノトル

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、従來単位かうSI単位への換算値は次の

とおり．です。数値は整数単位までとし、♪数第τ位を．四捨五入しますb

lPS；07355kWてkgmF9β0665N・m
●本車両は持込み登録でオーテック扱いとなります．．

■変速比・最終減速比

ミツンヨノ

エンジン

変速比

最終滅速比

速
速
進

第
第
後

3

4

フルレン．ン電子制御4速
オートマチック〔E－A］6〕

KA24DE　　ZD30DD
2，785　　　　　2．785

1．54．5　　　　　1545

1．OOO　　　　1．OOO

α694　　　　．0．694．

2．272　　　　　．2．272

5．143　　　　4．875

■登録・税金関係

■ボディカラー
＜＃2×4＞（特別塗装色）※

Vャーベッ．トシルバー．（TM）／パープリノシュンルバ《TM）

＜＃εY4＞（特別塗装色）※

uラック／スパー．クリングシルバー〔M．）．

＜＃FLO＞

宴Cトブルーイッ．シュシルバー（PM）

＜＃KYO＞

_イヤモンドシルバ」（M）

〈拝Q．M1＞

zワイト
〈＃BW9＞エクセレントブルー；（P）

※特別塗装色で特別価格となります。
●内装色はグレー（K）。

登録・車検 持込登録8ナノバー・2年

重量税 特種車車両総璽量ん3、OOOk．の税額適用。

取得税 自家用5％税
　
金 自動車税

地方税のため税額適用項．目が異なる場合があります．ので、予め各都道府

ｧ税事務所とご相談ください。

自賠責保険 特種用途自動車・三輪以上の自．動車の税額適用

日産自動車株式会社
〒104－8．023　東京都中央区銀座6．丁目17番1号

www・nlssan・co・jP
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。

夢‘；が全…慾勿〆ζ

ノ耳U’「E⊂＝H

お問い合わせ・ご椙饗は下記へお願いいたします，

株式会社オーテックジャパン
〒253－8571神奈川県茅ケ傭市萩国824－2

零話（0467）87－800¶
http；〃www．auteCh．co．j．P1

●このカタログの内容は2002年2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。AJ・CA4－6202K1

●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夷　　　　E2540て

・


	ELCO-20120310114956463-00001
	P4P5
	ELCO-20120310115002572-00001
	P2P3

