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lSO　FIX対応チャイルドシート用アンカーを標準装備
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［＝＝］Kid’sバージョン特別装備

■リバティKid’sバージョン主要装備一覧〔＝コ標準装備［＝コメーカ一二プション（ご注文時1こ申し受けます）

Kid’Sバージョン
全車標準装備

　　　　　　　　　　　　　　　　　　車種

部 後席テレビ口車

視界

UVカ・ント断熱グリーンガラス（フロントドア）●最適配光C．SIR．．ハロゲンヘッドランプ

怎tロント無段間けづ式ワイパー
怎鰍竓ﾔけつ式ワイパー●熱緑リヤウインドウ

怎tロントガラス（UVカット機能付）

恪L角．ドアミラー

プライバシーガラス（UVカット断熱機能付）

iスライドドア、リヤサイド、バックドア〉

電動格納式リモコンカラードドアミラー

運転席まわり

ファインビジョンデジタルメーター

i燃料計拡大表示．、オイル交換時期表示機能付）
グリーン色 グリーン色

西中ドアロック（バックドア連動）

叢誌式ガラスハッチオープナー

●パワーステアリング●チルトステアリング．

恊?温・電圧インジケーター●燃料残量警告灯．

怺wドア警告灯〔各ドア表示｝●イルミ亭一シ…ンコント口吟ル

怎Lー抜き忘れ・ヘッドランプ消し忘れ警韓

怎fジタル時計（注1）

怎pワーウインドウ｛耐水タイプ：一転席はワンタフチ、

@キーオフ後作動、挟み込み防止複構付｝

怎tユーエルフィラーリッドオープナー

怎Rインホルダー●カ「ドホルダー

マルチりモートエントリーシステム

i作動確認機能付）（ドアロック、ガラスハッチ）

．4本スポークステアリングホイール

抗薗仕様（ステアリングホイール、シフトノブ）

助手席バニティミラー

空．調

●リヤヒーターダクト オゾンセーフフルオートデュアルエアコンワロントフルオートエアコン十リヤクーラーII

ビュアト自ン（天井取付型マニュアルタイプ｝

クリーンフィルター

オーディオ

●ガラスアンテナ カセント一体A瞭FM電子チューナーラジオ〔60W、F醗ダイバーシティ｝

4スピーカー

ナビゲーションシステム．（GD・ROM方式）〔注2）（注3）〔注4〕

k5．6インチワイド液昌モニター．バードビュー’十音声ガイド、TVアンテナ、カセフトー

��SFM電子チューナーラジオ」20W、CDオートチェンジ学一コントロール槻覧付｝

◆ ◆

後席テレビ〔大型8インチワイド液晶モニター、ワイヤレスリモコン、音声多

1チューナー．距フ鮒型ダイバー渉イア》棚り．ビデオ端子

内装

木目調パネル オーディオまわり

フロント2個（インストセンター）

カップホルダー セカンド2個（シートアンダー）

サード2個（ラゲッジサイド）．

トラッシiボックス

●キー連動室内照明システム

怎}ップランプ

怎宴Qッジルームランプ

怎Aッバーグロープボフクス●グローブ求ンクス

怎hアアームレスト（フロントドア）

怎Cンストアンダートレイ●インストロアボックス

怎Cンストセンターボックス（注3）

恆蛹^ドアポケット（フロントドア）

怎香[プフック（4個）

怎宴Qッジアンダーボックス

怎宴Qッジサイドボツクス

ラゲッジトレイ

後席尾スポットランプ｛二丁・光軸請整式、灯体1儘十ベース2餌）

　　　　　　　　　　　　　　A宴Qンジネット

電源コンセント（AC100V・100W）

運転席シートバック買い物フック

ラゲッジユーティリティフック（2個〉

シート関連

専用シート生地（カブqンA吻パートナー麗コンビ）●セカンドシートロングスライド

｡シートリクライニング

恟繪ｺ鯛整式八ッドレスト

ドアトリム地（グレー無地）

運転．席アームレスト

運転席シートリフター
フロント

運転席サイドポケット

助手席シートバックポケット

セカンド シートサイドアームレスト

サード シートクッションワンタッチ跳ね上げ機構

外装／タイヤ・ホイール

電動ガラスツインサンルーフ（フロント電動チルト、リや電動スライ団

スライドドアオートク．ロージャー

●パソクドアガラスハッチ

nバックドアグリップ

恷ﾔ体色町ハンドル

怎Xペアタイヤ（応急用タイヤ）

＝専用ボデイサイドストライプ

専用ネーミングズテッカー

185／65R1．588Sラジアルタイヤ 2WD ．2WD

195／65R15引Sラジアルタイヤ 4WD 4WD
15インチブルホイールカバー

安全／メカニズム

運転席・助乎席SRSエアバッグシステム

1SO　Fix対応予ヤイルドシート用アンカー（セカンド左右2露｝　（温…5）

ABS（アンチロックブレーキシステム）

ブレーキアシスト

●遷転麿テンションリデューサーELR付3点式シートベルト

@【カチン沁ナー＆q判ミ7ター鋤

悁ﾋ露趾㈱隅び斤功ナ唱臣ρ1ミ汐噌｝

怎Zカ躍・サー轍齢Aト拗ン仲薙繊｝

怎`ャイルドシート固定銭購付シートベルト（セカンド左棚｝

怩kED式ハイマウントストップランプ

恆O席上下謂整式シートベルトアンカー

怏^転席シートベルト非賛用時警告灯

EBD（．電子制御制動力配分システム） ．2WP 2WD
コーナー＆バックソナー　　　　　　　、

バックビューモニター（車幅／距離表示機能付）　（注3） ◆ ◆

フロントスタビライザー

その他

大容量スターター 2WD 2WD
大容量バッテリー

寒冷地仕様
ワイパーデアイサー　　　（注6）

電動格納式カラードドアミラー（ヒーター付）

LEV（低排出ガス車）仕様 ＝：2WO．． ？WD．

■主要諸元 ［］は後席テレビ付車

2WD 4WD　　　　　　　　　　　　車種

伯ｳ

SR20DE［LEV］ SR20DE
Kid’sバージョン

●ベース車車名型式 ニッサンGF－PM12　　　　　　　ニッサンGF－PNM12

●運転タイプ〔車種記号〕

ハイパーCVT TBYARDVM12ED7P3E［F］AZ 一
フルレンジ電子制麹4速オートマチック〔E－AT〕

一 丁BYNRDBM12ED7P3E［F］AZ

●寸法

全長×全幅X全高　　　mm 4545×1695X．1630※

室内寸法長×幅×高　　mm 2620×1470×1200（ツインサンルーフ装着車1175）

ホイールベース　　　　　mrn 2690

トレッド　前！後　　　　　mm 1470〆1470

最低地上高　　　　　　mm 160

●璽置・定員

＝車両重量　　　　　　　kg 1510　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1610

乗車定員　　　　　　　名 7

車両総重量　　　　　　kg 1895　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1995

●性能

最小回転半径　　　　　　m　　　　　　53　　　　　　　　　　　　5，5

●諸装置

駆動方式 前輪駆動　　　　　　　　　　4輪駆動

ステアリングギヤ形式 パワーアシスト付ラック＆ピニオン式

サスペンション　前！後 独立懸架ストラット式1マルチリンク（ウィッシュボーン）式

主ブレーキ　　前1後 ベンチレーデッドディスク式〆リーディングトレーリンク式

タイヤ　前・後 185／65R1588S　　　　　　　　　　　195〆65R1591S

※後席テレビ付上の場合、ルーフにアンテナが装着されるため全高が1650mmとなります。

●竃動ツインサンルーフを装着した場合は車両重量が30kg増加します。

■エンジン主要諸元 ［コ内は2WD

＊1ルーフ取付型ダイバーシティアンテナは、ルーフ後部左右2ヶ所に装着され享す。＊2「カブロン骨」、「パートナー　」はアキレス株式

会社の登録商標です。◆はセット装藩となります。（注1）．ナビゲーションシステム＆バックビューモニターをお選びの場合可デジタル時

計はオーディオ表示部とモニター内に表示されます。（注2）CDオートチェンジャーコントロール機能は、CDオートチェンジャー（ディー

ラーオプション）を装蒼しないと作動しません。（注3）ナビゲーションシステム＆バックビューモニターをお選びの場合、インストセンター

ボックスは装櫛されません。（注4＞ナビユニット内にあるCDドライブで、音楽用CDの再生が行えます。ただしその場合、ナビゲーショ

ンシステムの二時使用はできません。（注5）使用可能なISO　FIX対応チャイルドセーフティシートはリバティ用に認可を受けたものの

みです。なお、従来のシートベルトで固定するタイプのチャイルドセーフティシートも使用可能ですがJSO　FIX対応チャイルドシート用

アンカーは使用できません。（注6）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。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

口幕内の緑文字は新窒内快適性能「インナーク．リーン」の装備です．．

■ボディカラー

ボディカラー 内装色

＃QT1ホワイトパール（3P）（特別塗装色）

＃3W2メディタラニアングリーン（M）／プラチナシルバー（M）（特別塗装色）
ダスク（K）

（3P）は3コートパール、（M）はメタリックの略です。

型式 SR20DE［LEVユ

種類・シリンダー数 水冷直列4気筒DOHC

シリンダー内径X行程　　mm 86．O×86．0

総排気量　　　　　　　L 1，998

圧縮比 10．O

最高出力　　　kW（PS）1rpm 103（140）15600

最大トルク　N・m（kgm）〆rpm 186（て9．0）／4800

燃料供給装置 ニッサンEGI（ECCS）電子制御燃料喧射装置

使用燃料・タンク容■　　　L 無鉛レギュラ．一ガソリン・60

●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（自工会謂べ）となっています。

〈国際単位系（SI＝エスアイ）によるエンジン出．カ・トルク表記について〉

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（ニュートンメートル）」のSI単位とします。なお、「PS」及び「kgm」から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、小数点第1位を四捨五入します。

1PS胃O．7355kW　lkgm39．80665N・m
●本車両は持込み登録で、オーテック扱いとなります．

け一テック扱いディーラーオプション1　《日産純正ディーラーオプション》

●専用フロアカーペット

●ベビーシート ●ジュニアセーフティシート

　　　　　　　．　　〈

　　　溜籔　、、
　　　　』＼ミ’ら／

●チャイルドセーフティシート
［写真はElエクセレント）タイプです］

日産自動車粧式会社
〒104－8023　東京都中央区銀座6丁目17番1号

樽

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。

お問い合わせばリバティ取り扱い販売会社または下記フリーダイヤルへどうぞ。

お客様相談室

月～金薗0120－315－232
〔祝日を除く19＝00～12＝0013＝00～17：00

　　　　　　　　‘

土曜日曜のお買物相談は

日産インフォメーションセンター

土・日画画0’120－838－232
9＝OO～12＝0013：00～16：00

夢が今…櫨躍ク～ご

ノ曙U7E⊂＝H

お問い含わせ・ご相縢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神奈川県茅ケ崎市萩圓824－2
澗豚舌　　（0467》87－8001

http：〃WWW．autoch．CO．lp！

…p・〃www．n・ssa・．c・・lp13灘；塑三三鰯鷲騒鷺霧犠艦難鷺巽麓麟． AJ・PA2POO10N2

　　　M12202

’

し

φ

’

「．


	ELCO-20120310124527927-00001
	P2P3
	ELCO-20120310124534990-00001

