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ロライダーアルファ精羽装備　團ライダ晶特顕醸備　［コ標綴備

州メーカーオプション（こ駐文時に申し受けます）

［＝コオーテック扱いオプション〔ご注文時に甲し受けます） ■ラフェスタ「ライダーアルファ」主要諸元

フイ　ーアレフア 2
全軍擦羅緬　　　　義偏　　　　　　　　　車種 lu「ご蹴一ルユ姐

　　　　　　　　　　　　　　車種

部■視

　　　　パノラミックルーフレス仕様
lR20DE

ギセノンヘッドランフローームヘッドランブレベライザー付｝ ●ペース車車名型式 ニッサンGBA－B30
・聯用フロントフオ　一． ●琿欄琶号 BTg　　　　　　　　　　　　　　BlO
万仙シー腫λ「スラ「　1．鱒イド11クワ）U助出邸嚇仙 ●運転タイ7［職記署］

●UVカット釧り一ンガラス（フロント〉

怩t》カット断醸グリーン”ラス〈フロントドア〉

怏ﾜ遡盛知癬胆問けつ武ワイ’（一〔ミスト機脂吋｝

怎鰍笏ｴけつ式ワイパー駐U
恣d勘穏納式リモコンカラードドアミラー

恃M線リヤウインドウ（タイマー付）

恂h眩式ルームミラー（ダブルヒポットタイブ）

パックビューモニター1カラー車幅／距蹴／灘臨線示闘〕 ◆1 ◆1

◆1 ◆1

エクストロニッタCVT
i無段蛮逮機〕

TDRARCVB30　　　　　　　　τDRARGVB30
@ED7TgAAF　　　　　　　　　ED7TgABFサイドブラインドモニター｛カラー赤外線L丘D淑　側

ﾔ幅／前端衷示罐能付） ●㌧法

バッテリーセーバー（ルームランプヘッドランプ） 全冊　　　　　　　　　　　mm 4545

■郵席まわり 全幅　　　　　　　　　　　mm
1695

鞭　　　　」クステ　　ン　　　ワィニウシ．一 全高　　　　　　　　　　mm 1595

ステアリングスイッチ〔　ディオ・ハンスフリーフォン） ◆1 ◆1 室内寸法　饒　　　　　　mm 2690

インストシフトノブ（電制八ワーアシストシフト， 〃　　　幅　　　　　　mm
1420

i　シフノ　　　　　　　　一　　　　　’一一舜 〃　　　高　　　　　　mm 1230　　　　　　　　　　　　1255
シフトポジションインジケーダー ホイールベース　　　　　　mm 2700

漣転据・助手席パーティこう一 トレッド　前／畿　　　　　mm 147511470

雌低地上高　　　　　　　mm 図5インテリジェントキー（濯転　・助手席・バックドア怒知、

?動確蝋能捕〔フォブタィフ2卿　　　　　（注2〕 ●　　促員

●抗箇仕ほ（ステアリン久シフトノ7〕

悃ｹ鯉曜動パワーステアリング
怎`ルトステアリング

怎^コメーター

恊C料別■掴告灯
恟?ドア晋侶灯

怎wッドランプ消し忘れ＆キー接き忘れ警韓

恷ｼオド・ツイントリツフメーダー

怎pワーウインドウ〔フ0ントドア、スライドドア）

@（耐水タイス運転席はワンタッチ，キーオフ饗作

n挟み込み防止椴協付｝
怎tツトレズト

恬咊?ドアロック⊂パックドア運凱

恆ｫ踏み式パーキン労レーキ（フツトリリース式，

怎L→馴酌室内照明システム

怎pワーウインドウスイッチ照明

怏^転席働手席アームレス団【拠ット

エンぞンイモビライザー 車両諏圏　　　　　　　　　　　　　　　k　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1430

電磁式バックドアオーブナー 乗賑足踵　　　　　　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　7
カードポケット 輌織血匿　　　　　　　　　　　　　　　　　k　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1日15

センターコントロールフィニッシャー〔メタリック調） ●性能

|服・’一　　　　　　　　醗　　　　　・≦ヨ 履小回転単径　　　　　　　　　　　　m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5，5

㎜ ●話褒置

フロント2個 嵐 前輪駆勤
カップホルダー
@　　　　　　　サード2岡 ステアリングギヤ形式 パワーアソスト付フック＆ビニオン式

電源ソ　ツト（DC12V サスペンション　前／後 独立懸架ストラット式／トーションビーム式

■窒醐 主ブレーキ　前〆級 ベンチレー7ッド7イスク式／リー7イングトレーリング孟

●クリーンフィルター　　　　　　　　　　　　　オゾンセーフフルオートエア⊃ンブッシ　　ァジ　ル表示） タイヤ　　匿・ 195／55Rモ685V
インスト臨再用吹き出し口
セカンドシート碧用吹き出し口〔一団調節　能　，　　　　02　　　　◆2

7ラスマツラスダーイオン「フルオートエア］ン僻上柳∫｝　　◆2　　　　　◆2

｡エンジン主要諸元

匿オーディオ／ナビゲーションシステム

●ルーフロッドアンテナ回心式， GD一伸AM〆FM踊子チューナーラジオ

kデジタ1咽朕ON／OFF切秘タイプ）梱込み4スピーカー｝

M　20カーウイングスナビゲーションシステム〔D》D方式｝〔7インチワイド

t島石ニタrTV、Aンズフリーフォン、VICS〔FM箪更〕，ボイス

Rマンド，Bl鳳oolh’、箪両情報銀示穏脂働　　　　〔注3｝

種聞・シリン　一数 DOHC・画列4気筒
◆1 ◆1 シリンダー内径×行程　　　　　　　　　　mm 840×901

総排気量　　　　　　　　　　　　　　　　L 1997MD・Cロー瑚M／FM電子チューナーラジオ〔CDオートチ1ンンヤー

ﾎ職麗MP3／WM蠣甥鮒ザウンドフ荏一力ス1駐4） 圧縮比 100

鳳内装 霞高出力　　　　　　　　　　　　kW〔PS’m 101〔137〕’5200

曜　　　　　二才　棚 霞大トルク　　　　　　　　　N・m（km）’m 200（204》’4400
W用スポーティフロアカーペット 職料供給装置 ニッサンEG1〔EGGS）軍手制御燃　唄射装置

創トムラン　注5
怎宴Qツジルームランプ

怎宴Qッジアンダーポックス

怎`ャイルドセーフティドアロック

翫弄ギッキングフレート ・タンク　　　　　　　　　　　　　　　L レ　ユフーガゾリン・55

フロントドアポケット〔ボトルホルダー付）

スライドドアポグツト〔宏　｝
帯MR2QDE■ンジン捲脚＝平成17年基準排出ガス50％低滅レペ’レ【U－LEV｝認足

恫E込み2諏のためグリーン説誘は朋されません巴
セカンドシートバーソナルフンフ12ヶ）

インストアッパーポックス　　　　　　　　　（注B〕
本単両には「便用燧側に記戴されてし、る燃閻をこ醍周ください．指定以餌の燃科をこ使用「こなると．不具含が尭生する恐れがあります畠

ｮ指虐醐の燃科を雪距用になったため「一口生した不貝凸1‡無償保旺の対象となりませんので　こ注意くださし、
インストセンターボックス　　　　　　　　　（注6〕

インストセンタートレイ

インストセノタ一口アボックス

大容阯アッパーグローブボックスζティッシュケース付｝

大醒ロア狙づ＋汐馴か一ド刺曜一助醸ポ物附ダン’〔一け1

ユーティリティフック〔2の／ラゲッジフック〔4の

膣シート

附．　摯　一．　　ラ帰．、一．

運転席ソートリフター（フチ刀ント式）

●このカタログのエンジン出力表示はすべて「ネット魍」です。●エンジン出力表示にはネット簡とグロス塵があります．「グロ

X」はエンジン単体で測聞したものであ臥「ネットJとはエンジンを車両に揃腿した状態とほぼ同条件で測足したものです。同

ｶエンジン石測定した堀合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン目酬15％程度低い価〔目工鋸べ｝となっています．
i国際単位系〔SI＝エスアイ｝によるエンジン出力・トルクの表記についで〉

v麟皇位の国際辮化に伴い、従朶便用していたエンジン出力単位「PS」は阪W［キロワット｝」．エンジントルク単位「kgm」は「り・

香iニュートンメートル｝」のSI単位としますmなお、「PS」およσ「kgm！か5SI単位への挨輝値は次のとおりです。数回は整数単位ま
ﾎ翻1魏鶏驕耀鰯辮議㍊象㍊’差軽羅拠い叢影≦舞記お識一門轟饗●本車両は詩込み睦録でオーテ．ンク蝕いとな0よす

｡変速比・最終減速比　藻ベース車と同仕様です。標準車力夕ログもあわせてこ覧ください

@　　8。DYC。L。R霧羅ヲ；7幽幽はメタリック・㈲はパー’鵬聡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一

運転席シートバックボケッ

助手席シート’τックテーブル〔カ．ガホ1レダーコンビニフソク4州）

●助手席、　ンドシー　　　　ワ7アシス
@グリツフこダンκ一樹

恪岦ﾈ上下國緊式ヘッドレスト

怏^転席アームレスト

怎Zカンド可匪式シート〔6：4分闘．リクライニン

@グ・ダブルフオールディン久メモリー何ウォーク

Cン棚構吋（助手席開》）

怎Tード可圃式シート

　　　　　　　　左右分割ロングスライド

ﾔ引ンドシート　センターアームレスト〔カップホルダー剛

格雪颪ヘッドレスト

サードシート　　格納式ヘッドレスト

醒外置／タイヤ・六イール

●カラードアウトサイ’ドアハンド1

怎Xペアタイヤ（嵩置タイヤ）

　　　　　　　　リモコンオートス　　烈知込酬　mスライドドア個㈲　　　　　　　　〔野厭郵スライ　　ートクロー沸一〔鮒P

フロン　　リル＆フードトツ　　　ル

尋屠フロントバン八一〔メッキグリ1・・フ　ラン7組込みレ．

ご　　　　e・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［

脚用リヤアン　一7ロ7クター

荒石ネー＝ンクエンフレム

専用テールバイ　ィ柵ヅシヤー L』＿」サイドシルプロテクター

四用絹インチ光躍アル罵ロードホイール

石器リヤバン’一
ホワイトパール〔3P）　　　　　　　　　　　　　ダイヤモンドシルバー〔M）

i＃qx1・韓別聰装色〉　　　　　　　　　　　　　＜＃KYO＞
バノラ記ックルーフにUVカ．ント樵買付）

ス薬嚢観一壷ユーi鍛工釜
■無ノ’メ力ニ　ム

運転席・助手席SRSエアバッ　システム

ISOHX対応チャイルドシート用アンカー

mセカンド左右2席）

前席アクティブヘッドレスト

●刀罵　　　　温陥7り闘「狙一ドリミ汐
怎Z加ド・サードシート巳睨3猷外トペ1しト〔螂は2貞式〕

恚ｺイルドシート鵬眺鮒シー拠碗ト1セカンド左叡㈲

恟繪ｺ㎜式シートベルトアンカーゆロント友右2席｝

恂|一トベ映龍融蹴●サ縦哨髄ントド7．ス湘】

怎uレーキベ例㎜禍●醗足元厨職剛ぐツド
怎t酬ベガレ吻隊イλヴカーキ●ス頭吻位ラ蕩
怎tロントスタビライザー●リヤスタビライザー

ABS（アンチロックブレーキシステ

EBD（電子制御制動力配分システム）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　畠

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L＿　＿＿一＿．．一＿　＿」サファイアブラック（P）　　　　　　　　　　　　ウォーターブルー（M｝（＃日20＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜＃巳3后＞

cEALER　OPT■ON

ブレーキアソスト

LED　八イマウントストッブランプ

■瑠
ヒータ　’アミラー　　〔ッテリースチールリヤワイ1τ一　〔注1

◆1．◆2はそれぞれセットでメーカーオプションとなりまず。鱒不可視光㎏です。

●「メーカーオプション」はこ注文時に申し受けます，メーカーの工場で装慨するため．ご注文後はお曼けでぎませんのでこ了承ください。

〔注1）寒冷地仕搬はスチール製となり，形状が異なります試注2）インテリジェントキーはリモート］ントロールエントリーシステム機能付と

なOます。〔注3）カーウイングスナビゲーションシステム（DVD方図）奄装堕し．カーワイングス無料サービスにお甲し込みいただくと、会興

日銀センダーより遍信ケーブルを1本のみ無償で提洪致します．ハンズフリーフォンのみ疎」用いただく場含の通価ケーブル1ディーラ～

オプション｝は別兇となります。通但ヶープルは．携帯電話の通運方式によって仕横が異なります。ワイヤレス接続のBI日gLooth．ハンズブ

リー概能はBluotooヒh「対応の携漸電話のみこ利用いただけます．携帯爾話によって1㌫一部こ利用で老ない機種があDますので．詳しく［ま

カーウイングスホームベージ｛Www．nissan．口a酬i㎎s．com）の「適含鋸吊電話一一」でご確認いただくかカーライフアドバイザーにお問

い含わせください三二のCDオートチェンジャー対応島島はディーラーオプションCDオートチェンジャーを雍円した場含に作動しま3「。

またWMAは’（一ジョンによっては再生で吉ない場含がありま凱〔注5｝ナビゲーションシステムを装瀬した踊合は．マイク付に舷り幽す。

（注6）ナビゲーションシステムを選択した場台装着されません．

●プラズマクラスター、プラズマクラスターイオンおよびPlasmac［協【erはシャープ株式会社の商楓です．●Bluetoo【トおよびBluamo出

ロ」ま、米国BluelOD吐h　S！G．hc．の贈酒乱です．●カーウイングス’GARWINGS斎日嘱目動車株謡社の闘商標です．

∩翌晩の口恥字15璽内因酉性脂「インナークリーン」の襲隔です．

DEALER　OPT■ON（オーテック扱いディーラーオプション〕

●フラスチックバィザー

日産自動車株式会社
〒104－BO23　寮京那中央区鍛座5丁目17雷1号

www．nissan．cOJP

お問い合わせば「ラフェスタ」取D撮い賑売会社．

または下記フリーコール（携需・PHSも対応）へどうぞg

お害梯　⑭0120－315曽232
相引室　＞＞聾付時間9＝00～17；00

　　　　　　　　　　　お問」、曾わせ・ご組規は下記へお鳳いいたし恋す．

メ「U7E‘H糞欝繍轟轟｛17
　　　　　　　　　　　電話　〔0467）87－3001
　　　　　　　　　　　h㏄P＝〆ノWWW，autech．ip！

お問い合わせ・ご相談内寄につきましては、お宮様対応や屈凹同上のにめに記鍾し活用こせていにだいております．また．販売会社斑かうこ西答さはてし1ただくことび過のと判断した内容は．

必呼な軸囲で情報を開示し．当該販シE会社等か5お習樺にこ　　をとらせていにだく囎含もこざいまサので、面らかじめご了承ください。尽お、当社における個人情報の取り扱いに旧する
群細は．上記「オーテックジャパンホームベージ」に冊戦しておD賑す．

スピードおさえて、いい厘転．　　　　　　●この二二〔1グの内容は2005年4月現在の萄ので、仕様ならびに二三は予告なく蛮更することもあります。　　　　A」．畝3．0504M1
シートベルトとチャィ脂ドシートを忘れずに。●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮彫条件などがら、異際の色と異なって見えることがあD宏す。　　　　　　　　C49」5

ノ4UTE⊂＝H

SHIF’1’open　feeling
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■ラフェスタ「ライダーアルファ」主要装備一覧

ロライダーアルファ精羽装備　團ライダ晶特顕醸備　［コ標綴備

州メーカーオプション（こ駐文時に申し受けます）

［＝コオーテック扱いオプション〔ご注文時に甲し受けます） ■ラフェスタ「ライダーアルファ」主要諸元
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i無段蛮逮機〕
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ﾔ幅／前端衷示罐能付） ●㌧法

バッテリーセーバー（ルームランプヘッドランプ） 全冊　　　　　　　　　　　mm 4545

■郵席まわり 全幅　　　　　　　　　　　mm
1695

鞭　　　　」クステ　　ン　　　ワィニウシ．一 全高　　　　　　　　　　mm 1595

ステアリングスイッチ〔　ディオ・ハンスフリーフォン） ◆1 ◆1 室内寸法　饒　　　　　　mm 2690

インストシフトノブ（電制八ワーアシストシフト， 〃　　　幅　　　　　　mm
1420

i　シフノ　　　　　　　　一　　　　　’一一舜 〃　　　高　　　　　　mm 1230　　　　　　　　　　　　1255
シフトポジションインジケーダー ホイールベース　　　　　　mm 2700

漣転据・助手席パーティこう一 トレッド　前／畿　　　　　mm 147511470

雌低地上高　　　　　　　mm 図5インテリジェントキー（濯転　・助手席・バックドア怒知、

?動確蝋能捕〔フォブタィフ2卿　　　　　（注2〕 ●　　促員

●抗箇仕ほ（ステアリン久シフトノ7〕

悃ｹ鯉曜動パワーステアリング
怎`ルトステアリング

怎^コメーター

恊C料別■掴告灯
恟?ドア晋侶灯

怎wッドランプ消し忘れ＆キー接き忘れ警韓

恷ｼオド・ツイントリツフメーダー

怎pワーウインドウ〔フ0ントドア、スライドドア）

@（耐水タイス運転席はワンタッチ，キーオフ饗作

n挟み込み防止椴協付｝
怎tツトレズト

恬咊?ドアロック⊂パックドア運凱

恆ｫ踏み式パーキン労レーキ（フツトリリース式，

怎L→馴酌室内照明システム

怎pワーウインドウスイッチ照明

怏^転席働手席アームレス団【拠ット

エンぞンイモビライザー 車両諏圏　　　　　　　　　　　　　　　k　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1430

電磁式バックドアオーブナー 乗賑足踵　　　　　　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　7
カードポケット 輌織血匿　　　　　　　　　　　　　　　　　k　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1日15

センターコントロールフィニッシャー〔メタリック調） ●性能

|服・’一　　　　　　　　醗　　　　　・≦ヨ 履小回転単径　　　　　　　　　　　　m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5，5

㎜ ●話褒置

フロント2個 嵐 前輪駆勤
カップホルダー
@　　　　　　　サード2岡 ステアリングギヤ形式 パワーアソスト付フック＆ビニオン式

電源ソ　ツト（DC12V サスペンション　前／後 独立懸架ストラット式／トーションビーム式

■窒醐 主ブレーキ　前〆級 ベンチレー7ッド7イスク式／リー7イングトレーリング孟

●クリーンフィルター　　　　　　　　　　　　　オゾンセーフフルオートエア⊃ンブッシ　　ァジ　ル表示） タイヤ　　匿・ 195／55Rモ685V
インスト臨再用吹き出し口
セカンドシート碧用吹き出し口〔一団調節　能　，　　　　02　　　　◆2

7ラスマツラスダーイオン「フルオートエア］ン僻上柳∫｝　　◆2　　　　　◆2

｡エンジン主要諸元

匿オーディオ／ナビゲーションシステム

●ルーフロッドアンテナ回心式， GD一伸AM〆FM踊子チューナーラジオ

kデジタ1咽朕ON／OFF切秘タイプ）梱込み4スピーカー｝

M　20カーウイングスナビゲーションシステム〔D》D方式｝〔7インチワイド

t島石ニタrTV、Aンズフリーフォン、VICS〔FM箪更〕，ボイス

Rマンド，Bl鳳oolh’、箪両情報銀示穏脂働　　　　〔注3｝

種聞・シリン　一数 DOHC・画列4気筒
◆1 ◆1 シリンダー内径×行程　　　　　　　　　　mm 840×901

総排気量　　　　　　　　　　　　　　　　L 1997MD・Cロー瑚M／FM電子チューナーラジオ〔CDオートチ1ンンヤー

ﾎ職麗MP3／WM蠣甥鮒ザウンドフ荏一力ス1駐4） 圧縮比 100

鳳内装 霞高出力　　　　　　　　　　　　kW〔PS’m 101〔137〕’5200

曜　　　　　二才　棚 霞大トルク　　　　　　　　　N・m（km）’m 200（204》’4400
W用スポーティフロアカーペット 職料供給装置 ニッサンEG1〔EGGS）軍手制御燃　唄射装置

創トムラン　注5
怎宴Qツジルームランプ

怎宴Qッジアンダーポックス

怎`ャイルドセーフティドアロック

翫弄ギッキングフレート ・タンク　　　　　　　　　　　　　　　L レ　ユフーガゾリン・55

フロントドアポケット〔ボトルホルダー付）

スライドドアポグツト〔宏　｝
帯MR2QDE■ンジン捲脚＝平成17年基準排出ガス50％低滅レペ’レ【U－LEV｝認足

恫E込み2諏のためグリーン説誘は朋されません巴
セカンドシートバーソナルフンフ12ヶ）

インストアッパーポックス　　　　　　　　　（注B〕
本単両には「便用燧側に記戴されてし、る燃閻をこ醍周ください．指定以餌の燃科をこ使用「こなると．不具含が尭生する恐れがあります畠

ｮ指虐醐の燃科を雪距用になったため「一口生した不貝凸1‡無償保旺の対象となりませんので　こ注意くださし、
インストセンターボックス　　　　　　　　　（注6〕

インストセンタートレイ

インストセノタ一口アボックス

大容阯アッパーグローブボックスζティッシュケース付｝

大醒ロア狙づ＋汐馴か一ド刺曜一助醸ポ物附ダン’〔一け1

ユーティリティフック〔2の／ラゲッジフック〔4の

膣シート

附．　摯　一．　　ラ帰．、一．

運転席ソートリフター（フチ刀ント式）

●このカタログのエンジン出力表示はすべて「ネット魍」です。●エンジン出力表示にはネット簡とグロス塵があります．「グロ

X」はエンジン単体で測聞したものであ臥「ネットJとはエンジンを車両に揃腿した状態とほぼ同条件で測足したものです。同

ｶエンジン石測定した堀合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン目酬15％程度低い価〔目工鋸べ｝となっています．
i国際単位系〔SI＝エスアイ｝によるエンジン出力・トルクの表記についで〉

v麟皇位の国際辮化に伴い、従朶便用していたエンジン出力単位「PS」は阪W［キロワット｝」．エンジントルク単位「kgm」は「り・

香iニュートンメートル｝」のSI単位としますmなお、「PS」およσ「kgm！か5SI単位への挨輝値は次のとおりです。数回は整数単位ま
ﾎ翻1魏鶏驕耀鰯辮議㍊象㍊’差軽羅拠い叢影≦舞記お識一門轟饗●本車両は詩込み睦録でオーテ．ンク蝕いとな0よす

｡変速比・最終減速比　藻ベース車と同仕様です。標準車力夕ログもあわせてこ覧ください

@　　8。DYC。L。R霧羅ヲ；7幽幽はメタリック・㈲はパー’鵬聡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一

運転席シートバックボケッ

助手席シート’τックテーブル〔カ．ガホ1レダーコンビニフソク4州）

●助手席、　ンドシー　　　　ワ7アシス
@グリツフこダンκ一樹

恪岦ﾈ上下國緊式ヘッドレスト

怏^転席アームレスト

怎Zカンド可匪式シート〔6：4分闘．リクライニン

@グ・ダブルフオールディン久メモリー何ウォーク

Cン棚構吋（助手席開》）

怎Tード可圃式シート

　　　　　　　　左右分割ロングスライド

ﾔ引ンドシート　センターアームレスト〔カップホルダー剛

格雪颪ヘッドレスト

サードシート　　格納式ヘッドレスト

醒外置／タイヤ・六イール

●カラードアウトサイ’ドアハンド1

怎Xペアタイヤ（嵩置タイヤ）

　　　　　　　　リモコンオートス　　烈知込酬　mスライドドア個㈲　　　　　　　　〔野厭郵スライ　　ートクロー沸一〔鮒P

フロン　　リル＆フードトツ　　　ル

尋屠フロントバン八一〔メッキグリ1・・フ　ラン7組込みレ．

ご　　　　e・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［

脚用リヤアン　一7ロ7クター

荒石ネー＝ンクエンフレム

専用テールバイ　ィ柵ヅシヤー L』＿」サイドシルプロテクター

四用絹インチ光躍アル罵ロードホイール

石器リヤバン’一
ホワイトパール〔3P）　　　　　　　　　　　　　ダイヤモンドシルバー〔M）

i＃qx1・韓別聰装色〉　　　　　　　　　　　　　＜＃KYO＞
バノラ記ックルーフにUVカ．ント樵買付）

ス薬嚢観一壷ユーi鍛工釜
■無ノ’メ力ニ　ム

運転席・助手席SRSエアバッ　システム

ISOHX対応チャイルドシート用アンカー

mセカンド左右2席）

前席アクティブヘッドレスト

●刀罵　　　　温陥7り闘「狙一ドリミ汐
怎Z加ド・サードシート巳睨3猷外トペ1しト〔螂は2貞式〕

恚ｺイルドシート鵬眺鮒シー拠碗ト1セカンド左叡㈲

恟繪ｺ㎜式シートベルトアンカーゆロント友右2席｝

恂|一トベ映龍融蹴●サ縦哨髄ントド7．ス湘】

怎uレーキベ例㎜禍●醗足元厨職剛ぐツド
怎t酬ベガレ吻隊イλヴカーキ●ス頭吻位ラ蕩
怎tロントスタビライザー●リヤスタビライザー

ABS（アンチロックブレーキシステ

EBD（電子制御制動力配分システム）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　畠

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L＿　＿＿一＿．．一＿　＿」サファイアブラック（P）　　　　　　　　　　　　ウォーターブルー（M｝（＃日20＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜＃巳3后＞

cEALER　OPT■ON

ブレーキアソスト

LED　八イマウントストッブランプ

■瑠
ヒータ　’アミラー　　〔ッテリースチールリヤワイ1τ一　〔注1

◆1．◆2はそれぞれセットでメーカーオプションとなりまず。鱒不可視光㎏です。

●「メーカーオプション」はこ注文時に申し受けます，メーカーの工場で装慨するため．ご注文後はお曼けでぎませんのでこ了承ください。

〔注1）寒冷地仕搬はスチール製となり，形状が異なります試注2）インテリジェントキーはリモート］ントロールエントリーシステム機能付と

なOます。〔注3）カーウイングスナビゲーションシステム（DVD方図）奄装堕し．カーワイングス無料サービスにお甲し込みいただくと、会興

日銀センダーより遍信ケーブルを1本のみ無償で提洪致します．ハンズフリーフォンのみ疎」用いただく場含の通価ケーブル1ディーラ～

オプション｝は別兇となります。通但ヶープルは．携帯電話の通運方式によって仕横が異なります。ワイヤレス接続のBI日gLooth．ハンズブ

リー概能はBluotooヒh「対応の携漸電話のみこ利用いただけます．携帯爾話によって1㌫一部こ利用で老ない機種があDますので．詳しく［ま

カーウイングスホームベージ｛Www．nissan．口a酬i㎎s．com）の「適含鋸吊電話一一」でご確認いただくかカーライフアドバイザーにお問

い含わせください三二のCDオートチェンジャー対応島島はディーラーオプションCDオートチェンジャーを雍円した場含に作動しま3「。

またWMAは’（一ジョンによっては再生で吉ない場含がありま凱〔注5｝ナビゲーションシステムを装瀬した踊合は．マイク付に舷り幽す。

（注6）ナビゲーションシステムを選択した場台装着されません．

●プラズマクラスター、プラズマクラスターイオンおよびPlasmac［協【erはシャープ株式会社の商楓です．●Bluetoo【トおよびBluamo出

ロ」ま、米国BluelOD吐h　S！G．hc．の贈酒乱です．●カーウイングス’GARWINGS斎日嘱目動車株謡社の闘商標です．

∩翌晩の口恥字15璽内因酉性脂「インナークリーン」の襲隔です．

DEALER　OPT■ON（オーテック扱いディーラーオプション〕

●フラスチックバィザー

日産自動車株式会社
〒104－BO23　寮京那中央区鍛座5丁目17雷1号

www．nissan．cOJP

お問い合わせば「ラフェスタ」取D撮い賑売会社．

または下記フリーコール（携需・PHSも対応）へどうぞg

お害梯　⑭0120－315曽232
相引室　＞＞聾付時間9＝00～17；00

　　　　　　　　　　　お問」、曾わせ・ご組規は下記へお鳳いいたし恋す．

メ「U7E‘H糞欝繍轟轟｛17
　　　　　　　　　　　電話　〔0467）87－3001
　　　　　　　　　　　h㏄P＝〆ノWWW，autech．ip！

お問い合わせ・ご相談内寄につきましては、お宮様対応や屈凹同上のにめに記鍾し活用こせていにだいております．また．販売会社斑かうこ西答さはてし1ただくことび過のと判断した内容は．

必呼な軸囲で情報を開示し．当該販シE会社等か5お習樺にこ　　をとらせていにだく囎含もこざいまサので、面らかじめご了承ください。尽お、当社における個人情報の取り扱いに旧する

群細は．上記「オーテックジャパンホームベージ」に冊戦しておD賑す．

スピードおさえて、いい厘転．　　　　　　●この二二〔1グの内容は2005年4月現在の萄ので、仕様ならびに二三は予告なく蛮更することもあります。　　　　A」．畝3．0504M1
シートベルトとチャィ脂ドシートを忘れずに。●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮彫条件などがら、異際の色と異なって見えることがあD宏す。　　　　　　　　C49」5

ノ4UTE⊂＝H

SHIF’1’open　feeling
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