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■エルブランド「ライダー」主要装備一覧

國ライダー特別装備　［＝コ標準装備　［＝コメーカーオプション｛磁時に申し受け講〕

　　　　　　　　　　　　　　　　ロオーテック穀いオプション〔ご注文蒔に申し憂けます〕

2W．D14WD
ライダー

全奪軍楽装傭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　車種

VQ35DE
8人乗り

5ドア

日視界
キセノンヘッドランプ（ロービーム・ヘッドランプレベライザー付） ．　　　　　　　　　　　ll

オートライトシステム ．一1

7フ1コノト’鋤’慰」組込融屡用γ蟻コ拗ト．　　．ワン＝ノ

●フロント高段轟けづ式ワイパー

怎潟ヵｷけつ式ワイパー．

x●㎜リヤウインドウ（タイマー付）

怎tロントガラス（UVカット機能付）

XUVカット断熟グリーンガラス　　　　　1

@（フロントドア）

恪L角ドアミラー

断熱カラス（フロント・トッ7シェード付）　　　　． 1

プうイバシーガラス（UVカット断熱磯籠付）

kセカンド・サード・バックドア）

電動格納式リモコンカラードドアミラー ：：　　　　　　　q

■エルブランド「ライダー」主要諸元

軸
2WD（後輸駆動） 4WO（4輸駆動×オールモード4×4＞

VQ35DE
ライダー

諸元 8人乗り／5ドア

●ベース車車名型式 こッサンUA－E51 ニッサンUA－NE51

●運転タイプ陣租配号］

マニュアルモード付フルレンジ電子制御

5速オートマチック〔5M－ATx〕

EL」ARFKE51

ED8TFCAZ
EL」NRFKE51
EZ8TFOAZ

■運転席まわり／．空調

プアィンビジョンメータ』

集中ドアロック．〔パックドア連動） 一　コ

ステアリング．

Xイッチ

オーディオ・ボイス＝1マンド・

ｪンズフリーフォン
◆

インテリジェントキー（遅転席・助手席・パックドア

ｴ知、作動確認機能付、キー2本）　　　　（注1）
〈◆〉

リモートコントロールエントリーシステム（ドアロッ

N・オートスライドドス作動確認機能付、キー2本） 『
1
1

●電子制御パワーステアリノグ．．

c`ルトステアリング
･悩料残量冨漁灯勢●半ドア管告灯（各ドア表示）．●イルミネーションコントロール

D●ヘッドランプ消し忘れ蟹報

nキー振き忘れ朗報

怎fジタル時計

怎pワーウインドウ‘耐水タイス題転席はワンタ

@ッ訊キーオフ後作動、挟み込み防止搬携付｝

怎tユーエルフィう一リッドオーブナー
熄侮關ﾈバニティミラ＿．．●チタン属インサイドハンドル●運転席フットレスト

搗ｫ踏み瑚ぐ一キングブレーキ（フットリリース式）

u　　　幽幽　7・．リブ盤為ル制壁掻1 ：輝轡石目陶

響用インストシフトノブ（航薦仕様） 本革§・石目目 」

尋堪石塁贋フィ：ッシヤワ（メーターま舶◎．クラスターまわり．

pワーウインドウスイ汐チフィニッシャー） 1
1
．
．

オゾンセーフフル八一トデュアルエアコン

iフロント設定温度・吹き出し口左右独立調整機能．、

O後独立運転機能㌧外気温表示、リモコン機能付）

．． @　　　　1

@　　　　　　　　　　4
クリーンフィルター

■ナビゲーション／オーディオ

●寸法

全長x全幅x全高 mm 4850×1795×19qo

室内寸法長x幅x高 mm 2920．x1．665×1325

ホイールベース mm 2950

トレッド　前／後 　．高 1535！1540

最低地上高 mm 135

●璽量促員

●ガラスアンテナ

鰍eMダ〃．C一シ涛
P．

P
．

カーウィングス対応ツインモニターTWナビゲーションシステム〔DVD

綠v）（前後席8インチワイドモニター、VICS〔F裡多鍾）対応．濯イス

nマンド対応．DVDビデオ再生機鮨、車丙情報表示機能、ビデオ端子

t、専用石目調フィニッシャー仕様〔前席モニター｝） （注2）

◆

誓

覧 引チゴ胴撚噺加ゆ6co→㎜サ朔．1酬，
Vスピ噌カー（ドアスビーか一x4＋ツイータ白澱2÷スーκ一ウー八一》，臓

1

櫛・〔耕棚轍鵜鮒，專脚イ＿四目。 （注3）．

．．
嚇

．■内装

■シート関運

尋用シ」ト地．（本革各サプラーレ・）． ．ホワイト邑　璽

専用ドアトリム地 一1

マルチセンターシート

i大型ボックス、．カップホルダー付）

4
．
∫

．●遷転席シートリフター　　　　　　　　　『

脂^転席・助手席ア「ムレスト（角展胴整式）

怏^転席・助手席前後上下賢整式ヘッドレスト

怎Zカンド・サードシート上下闘整式ヘッドレスト

P
脚
脚

セカンド ヘッドレスト 4

アームレスト（左右） 」

回転対座シート 載
一5アrム図スト　・ ．　　　　　　　　　　．よ

サード 左右分割スライド i

マルチアップシート ．　　　　　　　．．ヨ

□外裟／タイヤ＆ホイール

東両置量 k
g

2010 21．30

．乗車定員 名 8

輌総重量 k
g

2450 2570

●性能

●踏装置

駆動方式 後輪駆動　　　　　　　4輪甘口（電子制箇トルクスプリット4WD）

ステアリングギヤ形式 パワーアシスト付ラノク＆ピニオン式

サスペンション　前／後 独立懸架ストラット式／独立懸架マルチリンク式

主ブレーキ前／後 ベノチレーテッドディスク式／ベンチレーテッドディスク式

タイヤ前・後 215／60R17．96H

●カーウイングス対応ツインモニター「rV1ナビゲーションシステム・電動カーテンをお選びの場合、山山重量が

それぞれ10kg増加します。●ツインサンルーフ装着車の墜内高は↑310m頗となり、車両璽量は30kg増加します。

●専用大型ルーフスポイラー（オーテック扱いオプション）を装藩した場合、全高は1960mmとなります。

■エンジン主要諸元

獄 VQ35DE
種類・シリンダー数 V型6気簡・DOHC

シリンダー内径x行程 mm 95．5×81．4

総排気置 L 3，498

圧穿比 10．o

最高出力 kW（PS）！rpm
1．

V7（240）16000

最大トルク N幽m（kgm）ノrpm 353（36．O）！320b

燃料供給装置 ニッサンEGI（ECCS）

使用燃料・タンク容量 L 無鉛プレミアムガソリン・76

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をこ便用ください。満足以外の燃料をこ．使用になると、不具

合が発生する恐れがあb．ます。尚．摺定以外の燃料を遼使用になったために発生．した不具禽は無償保証の

対象となりませんので～ご注意ください。

●バックドアグリンブ． ツインサンルーフ〔フロント：チルトアッアリヤ：瑠動

`ルトアップ＆スライド、プライバシーガラス採用）

パックドアアウトサイドオーヲナー 電動ブリップアウトウインドウ（サード） 一「1綴藺，恥陶、●プリッフアウトウインドウ（セカンド）

スライド

hア

リモコンオートスライドドァ

i助手席側）．（挟み込み防止機構付） ＝ 遺
●スペアタイヤ（2Wα紘0用タイ転 スライドドア胆心トクロージャー 両側 f

・1

SWO：装藩タイヤ＆ハイウェイスター用ホイール） 廻醗コフロント’．Cノパー（ビレットグリ」レ付｝． 皇

奪用フOントグリル 」

ド 尋用サイドシル7ロテクター ．
1

．「

専用リヤアンダ」ブOテクター I
I

1
尋用リヤアッノ←コンビランプ（クリアタィブ｝．

’ζ

．專用リヤウインカーフィニッシャー

．卿用ネーミングステッカー

クリアサイドターンランコ．一　　．．＿．＿一 ＿1

リヤスポイラー よ

1 導用大國凹 ．ラ溶・　　．　＞r「剛町・．り

誹議大口径スポーツマフラー〈フジツボ技研製〉

』 ．尋用17インチ光輝アルミ0一ドホイー’17×6．5∬ 1

嘲

．215’80R17．96Hラジア’レタイヤ． 1
．
1

層安全／メカニズム

●本車両には無鉛．プレミアムガソリンをご使用ください。なお無鉛プレミアムガソリンが入手でぎない場台、無．

鉛レギュラーガソリンも使用でぎますが、エンジノ出力低下等の現象が発生します』

●このカタログのエンジン出力表示はすべて「ネット側です6●エンジン．出力表示にはネット値とグロス値があ．

りますb「グロス」はエンジン単体で測足したものであり．「ネット」とはエンジンを寧両に搭載した状態とほぼ同

条件で測定したものて凱同じエンソンで測定した場合、「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b

〈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（＝ユートンメートル）」のSl単位とし翫すなお、「PS」および「㎏m」からSI単位への換算

値は次のとおりで嵐数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します』

1PS；α7355kW．↑kgm；9，8σ665N¶
＊超一低排出ガス車〔U－LEV）認定〔平成12年墨準排出ガズ75％低減レベル）

ただし㌧持込み登録のためグリーン税制は適用されません。

※ライダーは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．等では路面などと干渉する場合が

あります。あらかじめこ承知おきください。●本一両は持込み登録でオーテ1ンク扱いとなります、、

Body　Color

，　　　　　　　　　■　　　　，

づ

ホワイトパール（3P）

〈＃QX1＞（特別塗装色）

ダイヤモンドシルバー（M）

＜＃KYO＞

ブラック

〈＃KH3＞（ライダー専用色）

．■寒冷地仕様

ヒーター付ドアミラー、ワイパーデアイサー（注8）、

大型バッテリー
4wo」

◆はセットでメーカーオプションとなります。〈◆〉は単独でもお選びいただけます。（注1）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

付です。（注2）携帯電話は一部利用できない機種があります。また、一部別売の遍悟ケーブル〔ディーラーオプション）が必要な機種がございまサ。詳しくは

カーライフアドバイザーにお問舎せ下さい。また、カーウイングスホームベージ（www，nissan－carwlngs．com）でもこ案内しておりぎ凱（注3）MD・CDオー

トチェンフヤー対応機能は、ディーラ一党ブショノのMDまたはCDオートチェンジャーを装着した場合に作動します。（注4）ナビゲーシ∋ン装着車にはインス

トセノタ一面ア粛ックスは装着されません。（注5）助手席側にはツール＆ジャッキが懐準装備されています。（注6）サンルーフ無し車のりそコンにもサンルー

フの操作スイッチが装備されています．〔注7）標準車のリヤス讃イラーの上邸に装着するタイプです。本オプションをお選びにならない場禽は、標準車と同

一のリヤスポイラー二二準装備と麟Dます。（注8）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績を溶かず装置です。

●「メーカーオプション」、．「オーテック銀いオプション」はこ注文時に申し受けます。メーカーの工場、オーテッ．クで装潜するた

め、己注文後はお受けできませんのでご了承くだざい。＊rサブラーレ」．は出光テクノファイン株式会社の登録商標です。

●本輌は表記以外のメーカーオプションの設定がございませんのでご了承ください。

q衷内の緑文宇は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です、

（3P）は3コートパール、（M）はメタリックの略で凱内装角はすべてエクリュ（S）です。

Option．（オーテック扱いディーラーオプション）

．轟

毛

●プラスチックパイザー（グラデーションタイプ）

［一 剛、

A瀞

●専用フロアカーペット

㌦一　一

●パヅクドアフィニッシャー

日産自動車株式会社

．一鯉』

T104・8．023　東承部中央区．鞭座6丁目τ7岳τ号

www・nlssan．coJP

お問い含わせは工．ルグランド取り扱い販売会社．または下記フリーゴール（．携帯・PHSも対応．）へどうぞ。

「お客様相談室」

月一金⑭0120－315・232
【裡日薯陰く⊃　9＝00～12＝00　13：00～17＝00

土置日曜祝日のお買物相．鎖は

「日産インフォメーションセンター」

土・日・祝⑭0120・838・232

　　　　　9ゆ0～12：00　1．3＝00～16＝00

ノ可Ul「rE仁H

お問い合わせ・ご槍談は下配へお願いいたします．

株式会社オーテツワジヤパン
〒253－8571　紳斎川県茅ヶ崎．市萩面8Z4－2

電話　（0467）87－8．OOl
http＝〃www．autech．co．｝P！SV／

スピードおさえて．いい運転。　　　　　　●このカタログの内容は2002年10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。

シートベルトとチャイルドシートを忘れずに。●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、実隙の色と異なって見えることがあります。
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