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10年目の特別なライダー。
何にもしばられずに、どこまでもつづく道を、
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思いのままにクルーズする。

スケールの大きな自由を求める人のための、

他にはないファクトり一力スタムとして、ライダーは生を受けた。

そして、10年。その集大成となる特別な1台。

ライダーは、また新たな旅に出る。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．エスタ．ライダー10鳩アニバーサリー（2WDXエクスト0ニッタCV「〉。ボディカラーはホワイトバール（3PX郭C眠1・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　萄別塗裟色〉◎カーウイングスナビゲーションシステム（HDD方式）＋CD一体AM／FM電子チューナーラジオ＋ステアリング
ラフェスタライダー10thアニバーサリー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ス靭チ÷酌クビュ＿石ニタ＿＋サイド：フラィン隆ニターキセノンヘッドランス，）ラミック，トフはメ吻＿オプション．

＿揚＿羅2謝・副i臨釜鶴1卿・＿翫認晶贈・巌轟轟盤1欝・
蚤緬格にはメーカーオプションは言まれておりません．●リサイクル判金12β10円が別途む翼と客ります．●2WD肇にはスペアタイヤと標串工臨の価格が．4WD臨にはタイヤパンク応愚修理キットと標串工員の優格が含まれます。●ホワイトパール〔3P）ぐきQX1・精別塗鼓色〉は31500円｛酒費観込み》高となります．●寒冶地図様は7β50円〔消費脱込み｝

高となDます。●保険糧．搬．届出に惇う費用等は別内申し曼けます．●価格はメーカー希望小発価格です．優絹は販売会社が独自に決めておりますので．それぞれの販発会社にお閥い台わせくだ幽い．●鱒込み螢録の1こめグリーン萄融3さ｝屠されません，
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■専用フロントグりル＆フードトップモール（スモーク）

回ライダー10thアニバーサリーエンプレム

圖専用ボディサイドグラフィック

回専用キッキングプレート（後席はrRider」ロゴイルミネーション機能付）

回専用スポーティフロアカーペット

1

．一　，’r 　　　　　　　鼻

1＿

1唱1

．，．＿吏．

z

ワ．

　％

スムースエントリーパック

躍りモコンオートスライドドア（助手席側）

囲スライドドアオートクロージャー．（両側）

圖インテリジェントキー＋エンジンイモビライザー
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■「ラフェスタライダー10thアニバーサリー」主要装備一覧ロライダー1αhアニバーサリー特臓備國ライダースポーティパッケー幣臓備□騨装麹団圃㈹けビセットメーカーオブションロメーかオプシ調にi蚊時に申吸［拮す）［コォーヵク媒材プション（ご故駈軋動討〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ラブ＝スタライダー10thアニバーサリー」は「ライダースポーティパッケージ」をベースとした特別仕権車です。

軸
2WD！4WD

ライー10由アニノーサリー
HDDナビ付

グレード罰装備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベース単
　　ライダー　　　　ライダー
X羅一ティパッケージ　　ス躍一ティパッケージ

国視界
最週配光マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベライザー付） ＝一一

キセノンヘッドランプ（ロービームオートレベライザー付〕 63000円　　　　63000円
オートライトシステム

ン

プライバシーガラス（スライドドアリヤサイドバ．ンクドア瀕UVカット断熟樋聴付）

バックビューモ　夕一〔カラー琿幅魏予恕進路線豪示機能付） 「1　　　．1　一

サイドブラインドモニター｛カラー赤外隷LED参左副車幅備端表漬畿能付） 1　　ゼ

バッテリーセーパー（ルームランプヘッドランプ）
．一．

■逼転席まわり

・　　　　　　一”ン　　　　「　　　　　　　　，；’曙「昌戸言司一　一一「▼π一　嗣一一
ステアIJングスイッチ（オーディオ・ナビ・八ンズフリーフオン〕 一　　　一　　一［E

インストシフトノブ（電副パワーアシストシフト）

シフトポジションインジケーター
2遡りングメーター（液鼠オド・ツイントリップメーター〔懲費一剣機能付〕）

カードポケット
司

カップホルダー　フロント2個ノセカンド2個1サード2個

電源ソケット〔DC12V）

専用キッキン 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．一一戟[ト　　　　Rヒ50r・ロ　イル母特シヨ隔　　　　　　　　　　　　＿

圏窒脚

オゾン笠一フフルオートエアコン（ブッシュ式デジタル表示）

インスト崔席専用映ぎ出しロ

セカンドシート零用吹き出し口（思量臣節機能付） 2 2

フラズマクラスターイオンワルオートエアコン〔醸函顧麗付〕 2 2

国オーディオ1ナビゲーションシスデム

オーディオレス＋4スピーカー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔注つ

車醐報表示搬鮨

カーウイングスナビゲーションシステム（HDD方式〕（高精細7インチワイド液易モニターマルチファンクション

Xイッチ1タッチパネル併用繰作、TV、八ンズフリーフォン、　VICS［FM多重Lボイスコマンド、　Bluetooth亀、

@　　　　　　　　DVDオーディオ＆ビデオ再生搬能＝ユージックボックス）　　　　　　　　　〔注2）（注3）

＿一「
@　　　◆1

CD一体AMIFM電子チューナーラジオ（2DIN、4スピーカr　MP3ハ～MA
ﾄ生讐能、サウンドフォーカスデジタル時計〔ON10FF切通タイプ〕総込み）　　　　　　　（注4）

，、　　ン’システ血20iタ　：旧D・・　　　　　　ユ一一ラリ玖　≡一　＝’　　　　ド
hI亦b♂ゴシトO一ル量飽MP3酬MA画生口胞2bDW）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘注4

繭d5アダブ9一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
78，750円

、　　スピーカ腕コロ瀧　認　・リヤド　　　　　　　　＿　　　　　　　一、　　　　　　　　　＿⊥

嗣内装

ス　ーティフロアカーベット

フロントドアポケット（ボトルホルダー付）

スライドドアポケット〔左右〕

セカンドシートパーソナルランプ〔2ケ〕

一一一インストセンターポックス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注5）

インストセンタートレイ
一

インストセンターロアポックス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注6｝

大容置アッパー・グローブボックス

大監置ロアグローブポックス（カードホルダーリッド裏ポケット付ダンパー付〕

ユーティリティフック（2ケ）・ラゲッジフック（4ケ）

■シート

、一一一一　運転席シートリフター（ラチェット式｝

運転席アームレスト

左右分割ロングスライド
セカンドシート

センターアームレスト（カップホルダ脚付）

サードシート 格納式ヘッドレスト

■外創タイヤ・ホイール

スライドドアオートク画一ジャー〔両側）

リモコンオ’一トスライドドァ〔挾み込み防止記田耐　助手席側スムース

Gントリー

pック
インデリジェントキー【遷転露・助手罵・バックドア感知．一）（フォブタイプ2個）　〔注7

エンジンイモピライ　一〔田土交遜省認可副
バノラこックルーフ〔UVカット機能付プライバシーガラス1電動ワンタッチ格納シェード付） 105000円 105000円
雪雲ワロソトグリル＆フー解トッワモー〕レスモータ 一」一
ライダー10thアニバーサリーエンプレム

用ボディサイドグラフィック

艦　フロント爪ン∫一｛　モ≒　　鍾　　　琶　　　　　1一一一一　　　　一　　　　一一一　一．　一・

忍事リヤアンーロテク三一
テールパイ　　ィニリシヤー 4WD 4WD

サイドシル　　テクター

用16インチ光陰アjL’ミ泳イール〔16x田」オフセット：4臥PCD：1143〔5穴｝｝

專用チューンドサスペンション〔2WDのみ0一　ウン〕匹．

蘒eィ 尋用195価5R1687VタイヤDUNLOPU…MANS　LM703
齪ケージ 専　ス　ーツマ7ラーフジッ撤　　駅》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「 2WD 2WD

アル冒ベル・　　　　　　　一一．　一一　　　　＝　　一一一一一一τ㍉　一　　’ヨi
スペアタイヤ1応急用タイヤ） 2WO 2WO
タイヤパンク応急修理キット（スペアタイヤレス）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注8） 4WD 4WD
置安全1メカニ　ム　　　　　　　　　　　　一
運転席・助手席SRSエアバッグシステム

ISO　FIX対応チャイルドシート用アンカー（セカンド左省2席）

前席アクティブヘッドレスト

ABS（アンチロックブレーキシステム｝

EBD（電子制御制動力配分システム）

ブレーキアシスト

LED式ハイマウントストッブランブ 一

■煮冷地仕様
ヒーター付ドアζラー大型バッテリースチール製リヤワイパー　　　　　　　　　　　　　　　　　〔注9） 7350　　　　　　7350

BODY　COLOR
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＞

サファイアブラック（P）

　　　＜勃B20＞

◆1、◆2はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。◆1は338，鴇O円、◆2は3、g500円のセット価格G肖獄税込み〕とな口ます．●メーカーオプション、

オーテック扱いオプションの価格は消獲税込み価格となります。●メーカーオプション、オーテック扱いオプションの価橋はメーカー希盟小売画格です。価格は

販売会社が独自に決めておDますので、それぞれの販売会杜にお問い合わせください。●メーカーオプション．オーテック扱い跡ブションはこ注文時に申し憂け

ます．メーカーの工場またはオーテックで装和するため、こ注文換はお愛けできませんので己了承ください。

サファイアブルー（PM）

　　　＜＃B53＞

●（3P）は3コートパール、（M）はメタリック、〔P）はパール、（PM）はパールメタリックの略です。●内装色はブラック＜G＞となります。

率不可視光線で篤（注1）オーディオレス仕様のため、デジタル時計は装備されません．ただし、スビーカーハーネス、アンテナは鼓着されます。〔注2）カーウイング

スナビゲーションシステム〔HPD方式）を装窟し、カーウイングス無料サービスにお申し込みいた：だくと．会員豊録センターより通信ケーブルを1本のみ無償でお届け

します。八ンズフリーフォンのみこ利用いただく霜合の通信ケーブル（ディーラーオプション》は別売となります。通信ケーブルは、携帝電話の通信方式によって仕様が

異旧ります．ワイヤレス接続のBluatooth3ハンズフリー機能1まBIuetoolh霊対応の携幣電話のみこ利用いただけます。携帯電猛によっては、ご利用できない配点が

ありますので、詳しくはカーウイングスホームベージ（www．niss節一carwings．co叩）の「遭合携帯電話一覧」でこ饅曰いただくか、カーライフアドバイザーにお問い

台わせください．（注3）DVDビデオノDVDオーディオ等の再生が可能です．ただしディスクの種類1こよっては再生できない場倉があります．またDVD－R／DVD十R／

DVD－RWDVD十RWDVD－R　D口DVD十R　DLディスクは、ディスクや記録状態によっては再生でをない堀合があります．　DVD－R　D口DVD十R　DLは、懸状態1こ

よってはレイヤー〔1層！2層）切替え時‘こ映像や音声が途切れる二二があります。DVD－RAMは再生でぎません．（注4）CDはディスクの種類によっては再生できない

場合があります。またWMAはバージョンによっては再生でをない堀合があDます．（注5）カーウィングスナビゲーションシステム（HDD方式）を選択した場合は藍慧

されません』〔注6）2WD卑と4WD車では形状が異なります．（注7）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惣ります。遭え込み

型心臓ペースメーカー等の機器をこ使用の方1ま、車両に設置されているアンテナから発信する電波が医療機懸に影蟹を及ぼす恐れがあります〔リモコンキーからの

彫響はあDません）。〔注8》タイヤパンク応融修理キットは、ラゲヅジに収納されています。なお、タイヤパンク応急修理キットの有効期隈は3．5年です。3．5年己とに

交換が必硬となりま寛。〔注9）寒冷増仕様のリヤワイパーはスチール製となり、形状が異なります。（注10）カーウィングスナビゲーションシステム（HDD方式）を装着

した場合は、マイク付になり蔀す・

●2011年7月にアナログテレビ故送は終了となります．地上デジタルテレビ放送をご覧になるには．ディーラーオプションの地上デジタルテレビ放送用チューナーをお

求めください。●プラズマクラスター．プラズマクラスターイオンおよびPlasmaclu8terはシャープ抹式会社の商標です。●BluetoothおよびBluebothロゴは米国

Bluetooth　S【G，　IRc．の登録商標です。●カーウイングスノCARW【NGSは日産自動車株式会社の登録商握です。●iPodは米国およびその他の国で蟹蟻ざれている

Apple　Inc．の月評です◎

q喪内の繰二二は室内捜遭性簾「インナーグリーン」の装愉で承インナーグリーンの膨緬はラフェス諸口タロクP21をこ覧ください、

■「ラフェスタライダー10thアニバーサリー」主要諸元

軸 2WD 4WD
翫 MR20DE
●ペース　　車名型式 ニッサンDBA－B30 ニッサンDBA－NB30

●運転タイプ
エクストロニッタCVτ（無段変速機） ● ●

●寸法

銀 疎m
4565

全幅 mrn 1695
全高 mm 1595 1625

室内寸法 長 mm 2690
” 幅 mm 1420
〃 高 mm i255（パノラミックルーフ付車は1230となります〕

ホイールベース mm 27QO
トレッド 脚後 mm 1475／1470 1480’1470
最低地上高 mm 145

●重量・幅員

車両重量 k 1420 1510

乗庫足員 名 7

車岡総重量 k 1805 1895

●性能

最小回転半径 m 5．5 5．7

●踏破躍

駆動方式 前輸駆動 4輔駆動

ステアリングギヤ形威 パワーアシスト付ラック＆ビニオン式

サスペンション 蔚！後 独立懸架ストラット瑠卜一ションビーム式 塑立懸架ストラット田トトリングアーム式マ1レチリンク

主ブレーキ 前ノ後 ベンチレーテッドディスク式1リー7イングトレーリング式

タイヤ 筋後 195’55R1687V
●嘩両重量は標準仕様時の計算値です。登録の際は突測値が探用されるためオプション鞍着やその他の準雨の状懇により変動する堀合がこざいます。

■エンジン主要諸元　■変速比・最終減速比
●20S（2WD）’20S（4WD）と同仕様です。搬準琿カタログも含わせてこ覧ください．
牽ライダー10thアニバーサリーはエアロパーツ装着のため、縁石や段蓮の大きい塘所や不整地塊等では路面などと干渉する場盒がこざいます．

　あらかじめこ承知お音くだざい。■本廓両は持込み豊繰でオーテック楓いとなDま飢

Photolラフェスタライダー10thアニバーサリー〔2WD）＜エクストロニッタcvT＞。内装色はブラック＜6＞。カーウィングスナビゲーションシス

テム（旨DD方式）＋CD一体AM／FM電子チューナーラジオ＋ステアリングスイッチ十バックビューモニター＋サイドブラインドモニターブラズマ

クラスターイオンりルオートエアコン十セカンドシート専用吹き出しロはメーカーオプション。画面は八メ込み合成です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞭オーテック扱いディーラーオプションとして隠用ブラスチックバイザー」の齪がこざいます。

日産自動車株式会社
〒104－8023　稟京都中央区銀座6丁目17番1号

www．autech．ipノ

お問い合わせばお近くの販売会社、

または下記フリーコール（携帯・PHSも対応）へどうぞ。

　オーテック

コールセンター

㊧0120－116－527
＞〉受付時閏9＝00～18＝00
〔月一金（祝日奄除く｝）

株式会社オーテックジャパン
〒253－8571　神奈川県茅ヶ岬市萩園824－2

お問し、含わせ・ご相談内容につぎまして1ま、お客さま対応や晶罰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、販亮会社等からこ遮吾さぜていただくことが遡切と判断した内容は必疑な範囲で情報を閥示し、当譲販亮会社等からお署ざまにご蓮絶をとら

せていただく堀合もこざいますので、あらかじめご了承ください．なお．当社および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、上配「オーテックジャバンホームベージ」に掲載しております。

スピードおさえて、いい運転。　　　　　　●この力夕ログの内容は2007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D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・実際の色と異なって見えることがあります・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●本カタログに掲載されている写真の一部は合成写真となります。

AJ－RA3，0710Nl
　　　　　C49正
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