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「トラビス」新発売1
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　團トラビス特別装備　⊂＝＝コ標準装備

置キューブ「トラビス」主要装備一覧　［＝コメー材カヨンぐ陥こ捌糊［＝＝］オ吻ク酬オプション（駐胤鞭け酵｝

トラビス

全車標準装備

　　　　　　　　　　　　　　　　　車種

O．レード別装備

2WD e・4WD
E－ATx　エクス肛伽聡 E－ATk

■視界

．響用ヘッドラン：7（インナーパネル光輝仕様．

尋用フロントフオク3ンフ

最適配光マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ

●リや聞けつ式ワイパー

恃M線リヤウインドウ（タイマー付）

怩tVカットグリーンガラス（フロント〉

恍ﾎ雁脇一ン影ス｛Pトド7、罪汀，、胃孤1〔湘

恂h眩式ルームミラー●広角ドアミラー

恣d動楕納式リモコンカラrドドアミラー

キセノンヘッドランプ（ヘッドランプマニュアルレベライザー付）

バッテリーセーパー

フロント車速感知無段間けつ式ワイパー

フライκシーガラス〔U呼カット蚤熱鰍董口｝（リヤドア，リヤサイド、パ7クドア〉

■運転席まわり

●抗顛仕搬（ステアリング、シフトノブ）碑用本軍塾麟」クステァ”ノグ

Aτ・CVTシフトポジションインジケーター

車速感応型電動パワーステアリング

チルトステアリング

集中ドアロック（パツクトア連動）

リモートコントロールエントリーシステム〔パックドア達動、作山膚付｝

インテリジェン陣一〔礪嚇席・1触ワ騨脚㈱（注2）

●デジタル時計酎液躍オド1ツイントリノブメーター

恃R料残置訓告灯●1朋Nオーディオ爪ックス〔注1｝

怎wッドランプ脚キー籔き毒れ費翰．●懸灯．

怎Cシストアンダートレイ●インスト小麹濯ケット．

怎Nラスターネット●クラスターダブルフック

恚ﾎヒト酬㈱仁ティミラー，騒駆＝テ揖卜1

恟ﾆ明付灰皿＆電源ソケット（PC1．2V｝

怎tットレスト●フロント＆リヤブル八ンドルポケット

｡フロント‘リャドアキッキングプレート

怎t日ントドア大型ポケット（運廓助手席）

恃ｼドア脅三二（フロント・リヤ・パックドア｝

恆ｫ踏み式パーキングブレーキ（フットリリース式）

怎tユーエルフィラrリッドオーブナー

キー連動塁内照明システム

マップランプ＆ルームランプ

パワーウインドウ（全席：耐水タイプ、運転席：ワン

^ッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付）

大容量グローブボックス

カップホルダー〔フロント2個、リヤ2個：）

侮荢[式ペットボトルホルダー（フロント2個）

■窒網／オーディオ

オゾンセーフマニュアルエアコン●クリーンフィルター

怎求[プアンテナ（運転席側） 6スピーカー〔フロントツイーターヌ2予フロントスピ吻一x2＋リヤスビーカーx2｝

．トラピス専用サウンドシステム〔f訓飼タイツ：MD　CDI．→榊WFM電子チューナーラジオ．160W、6スピL

Dヵ一、クリア7ラ羽ク；陰イス一様⊃　　　　．嬢卸）1　　　　　　　　　　　　　　　サ

■シート／内装

専用シート地（カブロンリ寧’ジャ」ジコンピ）．．　i

適用インサイドドア八ンドルエスカッション　　L

専用クラスターパネル

饗用インスト光暉モ噸ル　　　　　　　　．

大型フロントアームレスト（収納ボックス付）

●労明潮岬糟7蝋屈（幽講臼・梛

怎宴Qッジサイドフック（1個）．〈運転席側〉

怎宴Qノジフ．ロアフック（2個）

怎Vートバックポケット（逼転席・助手席）

怎宴Qッ．ジ歩イドポケット．（助手席側）．

怎pックドアポケット●センタースリット

怎Zンターコンソ」ルボックス

怎tロント＆．リヤヘッドレスト

怎潟сVートズライド．（クッションー体スライド）

怐Dリや可国式シート〔3分割）．

怎Aシストグりッブ（3個）

大型リヤアームレス．ト（力．ッブホルダー付）

運転席シートリフタ嶋（ラチェット式）

助手席マルチボヅクスてカード＆ベン†ルダ鴨付｝＆助手席インストトレイ

サイドロングポケット＆ジャケットフック〔固定用ベルト付：運転席側）

．後席足元アンダーボックス（．2個）　　（注3）

ラゲッジランプ（ON・OFFスイッチ付）

■外装／タイヤ・ホイ」ル

●カラードドアハンドル（フロント、リヤ、パックドア｝鯛フロノトクリル噛

重用フロントバンパー

専用オー’←フェンダー

専用サイドシルフ0テクター

專用リヤアンダーツロテクター

響用ネーミングエンプレム

専用15インチアルミO一ドホィール

」7型60R獅β1H乾ジア4岐1イ：皇

スペアタイヤ（応急用タイヤ）　　　（庄4〕

タイヤパンク応急修理キット（スペアタイヤレス1（注3）

■安全／メカ＝ズム

運転席・助手席アクティブヘッドレスト

運転席・助手席SRSエアバッグシステム

●前席上下講整式シートベルトアンカー

怦�ﾋ・後席（左右｝ELR付3点式シートベルト．

怎Tイドドアビーム●チャイルドセーフティドアロジク

怏^転席シートベルト非着綿時警告灯

SRSカーテンエアバッグシステム ◆ ．◆ ◆

運転席・助手席SRSサイドェアバノグノステム ◆ ◆ ◆
●プレ9キペダ1　　　　　　　　　　　くッド

ABS（アンチロックプレ一型システム）

EBD（電子制御制動力配分システム）

ブレーキアシスト

●ステアリングコラムコラプス

寶侮闢xロードリミッター鱈＝リテンショナーシートベルト

怎tレンドリーアッノ（一インテリア

怎tロントベンチレーテッドヲセスクブレーキ

怎tロント＆リヤスタビラィザー

怎?ーロホーン●ハイマウノトストッフランプ

e・4WD（電動4WD〕システム【2WD←→4WD日曜スイッチ付｝

運転席2ステージロードリミッター吋ブリテンショナーシートペルト

チャイルドシート固定機構付シートベルト（復席友右2席）

国寒冷地仕様

寒冷地仕様〔大型バッデリー高始動性スターター

a[ターヒーター付ドアミラー〈タイマー付〉、

純Cパーデアイサー．※、．リヤヒーターダクト等）

■キューブ「トラビス」主要諸元 〈　〉はエクストロニッタCVT－M6

トラビス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　難

伯ｳ
2WD　　　　　　　e・4WD

CR14DE
●ベース車車名形式

フルレンジ電子制御4速オートマチック［E－ATxコ UA－BZ11 UA－BNZ11
エクストロニッタCW・M6〔6速マ＝ユアルモード付無段変速機） CBA・BZ11 一

●運転タイプ［車種雷号／車種記号］

フルレンジ躍子制御4速オートマチック［E－AT翼］
車種番号：ZT6 琿種番号：ZT8

丁DLARGBZllEDAT4EAZ 丁DLNRGBZIlEDAT4EAZ
車種番号：Z丁7

一

エクストロニッタCVT－M6

i6速マニュアルモード付無段変速機〕 TbLARGU　ZllEDAT4GAz
●寸法

全長×全幅×全高　　　　　　　　　　．mm 3775×1680x1640　　　　　3775x1680x1650
室内寸法　長x幅×高　　　　　　　　mm 1870x1．340x1265
ホイールベース　　　　　　　　　　　mm 2430

トレッド前1後　　　　　　　　　　mm 1460／1445

最低地上高　　　　　　　　　　　　mm 140　　　　　　　　　　　145

●童量・定員

章両重置　　　　　　　　　　　　　kg 1070＜1080＞　　　　　　　　　　　　1140

乗車定員楽　　　　　　　　　　　　名 5

車両二二量　　　　　　　　　　　　kg 1345〈1355＞　　　　　　　　　　　　1415

●性能

股小回転半径　　　　　　　　　　　　　　m　　　　　　　　　　　　　4．4

●諸装置

駆動方式 前輪駆動　　　　　　　電動4WD
ステアリングギヤ形式 パワーアシスト付ラック＆ビニオン式

サスペンション．前／後 独立懸架ストラット式／トーションビーム自

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 175！60R1581H
※フロントシート中央は座席ではありません。走行中は所定の座席にお座りください。

■エンジン主要諸．元 〔〕はe・4WD

型式 CR14DE
種類・シリンダー数 DOHC水冷直列4気簡

シリンダー　内径×行程　　　　　　　　　m．m 73，0x82．8

総排気量　　　　　　　　　　　　　　　L t386
圧縮比 9．8

最高出力　　　　　　　　　kW（PS）！rpm 72（98）15600〔71（97）15600）

最大トルク　　　　　　　　　N・m（kgm）！rpm 137（14．O．）13200〔136（13、9）13200〕

燃料供給装置 ニッサンEGI（ECCS）

使用燃料・タンク容量　　　　　　　　　　　　　L 無鉛レギュラーガソリン・41

本秘画には「使用燃料」に記戟されている燃料をこ使用ください。播足以外の燃料をこ使用にはると．不貝合が発生する恐れ

があります。尚、置足以外の燃料をご使用になったために発生した不興合は無償保証の対象となり黍せんので、こ注嵐ください。

◆SRSカーテンエアバッグシステムと運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステムはセットでメーカーオプショノとなり藤す。

〔注つ工場出荷時は1DINオーディオボックス＆2DINカバー（1DINカバーx2）となりますトラビス専用サウンドシステムを装着した

場合は、1DlNオーディオボックス＆．1DINカバーとなります。

（注2）インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となbます。

（注3）タイヤパンク応急修理キットは後席足元アンダーボックス運転席側に収納されます（4WD車は標準、2WD車は毅定ござい籏せ

んノヤッキ＆車載工具は助手席側に収納）。

（注4）2WD用のスペアタイヤはラゲッジフロア下〔スペアバン）．に収納されます。4WD用スペアタイヤはディーラーオプションで．タ

イヤカバーとセットでラゲッジフロア置き（ネジ固定）となります。

環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。　＊「カブロン剤はアキレス株式会社の登録商標です。

●「メーカーオプノヨン」、「オーテック扱いオプション」はこ注文時に申し受けます。メーカーの工場、オーテックで装着するため、こ注

文後はお受けできませんのでご了承ください。●本車両は表記以外のメーカーオプンヨンの殺足がございませんのでこ了承ください。

∩衰内の繰文孚は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。

●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車で約15％程度低い値（自工会調べ）となって．います。

〈国際単位系（Sl＝エスアイ〕によるエンジン出力・トルクの表記について〉

計量単位の国隠標準化に伴い、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、従來単位からSI単位への換算値は次のとお．り

です。数値1ま整数単位家でとし、小数点第1位を四物五入します。1PS＝O．735．5kW　l　kgm冨9．80665N・m

●「平成17年基準排出ガス50％低減レベル（U－LEV）」認定〔エクストロニッタCVT－M6車〕

ただし、思込み型録のためグリーン税目は適用され蝕せん。

●「平成12年基準排出ガス759b低減レベル」認定〔E－ATx車〕

■変速比・最終減速比

　フルレンジ電子制御
S速オートマチック［E・A丁x］

エクスト匡蘇M蜘瞳面順i十二二二
トラ．ンスミッション

Dレンジ時 マ＝ユアルモード時＊

変速比　　　　　　　　　　第1速 2，861 2，561

第2速． 1，562 1，695

第3速 1，OOO

2，56． P
　
～
0
，
4
2
7

1，172

第4速 0，697 0，950

第5速 一 O，770

第6速 一 o，592

蟹退 2310 2，689

最終減速比 4，072 5，473

＊マニュアルモード時の累世遼ポジションにおける代表的な変速比です。●トラビスは専用エクステリアパーツ装

魅のため、縁石や段差の大きい場所や不整地同等では路面などと干渉する場合がこざいます。．あらかじめ．こ承知

おきください。●本耳1両は持込み量緑でオーテック搬いとなDます。

■ボディカラー

．一

窒
内装色は全てグラフブイト＜K＞。

　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　　　　F

ホワイトパール⊂3P）　アイボ．リーホワイト　ダイヤモンドシルバー（M）スーパーブラック

〈＃QXI・特別塗装色〉〈＃KJ7＞　　　　　〈＃KYO＞　　　　　＜＃KH3＞

i

エアブルー（PM）

＜＃T11＞

（3P）は3コートバール、（M）はメタリック、（PM）はパールメタリックの略です。

■オーテック扱いディーラーオプション

「一

●専用フロアカーペット

．　　　＿　　　、角」
●プラスチックバイザー（グラデーションタイプ）

スビ．一ドおさえて、いい運転。

シートベルトとチャ．イルドシートを忘れずに。

●このカタログの内容は2004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。

●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮影粂件などから、実際の色と異なって見えることがあり康す。

●本力夕ログに掲載ざれている写真の一部は合成写真となります。
ノ可U国「E⊂＝H

お局い合わせ・ご相談．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
〒253一昼571神奈Ill県茅ヶ崎市萩皿824－2

電話　〔0467）87－8001
h枕P＝〃www．．autech．cojP／SV／

Aj－OU5－0412N6

　　　　C49CT
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