
｝

1

」

参

躯
　　　oo　　　　　● Oo ●

“　　　亀

・． [

・ぎ→．

し一

－
．．

、

’　宇

‘

．F、

し

’

へ





’

働

’

卜

1

℃
．

L

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［＝コKlσsバージョン特別装備

■プレサージュKid‘sバージョン主要装備一覧［＝］標準装備［＝］メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

Kid「sバーンヨン

全車標準装備
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　車種

部 後席テレヒ付車

■視界

C，S，Rハロゲンヘッドランプ

UVカヅトグリーンガラス（フロントガラス〉

●最適配光ヘッドランプ

怩tVカ7ト厳熱グリーンガラス｛フロントドアガラス｝

恪L角ドアミラー

怎tロント無段間けつ式マルチリンクウイパー

怎鰍竓ﾔけづ式ワイパー

恂h眩式ルームミラー●熱線リヤウインドウ

プライバシーガラス（UVカット断熱機能付）

iリヤドア、リヤサイド、バックドアガラス）
1

ロングライフ擁水ガラス（フロノトドアガラス）

電．動格納式リモコンカラードドアミラー

■運転席まわり／空訓

4本スポークステアリング（抗菌仕様）

シフトノブ（．抗菌仕様）

イグニッンヨンキー照明

●パワーステアリング●チルトステアリング

怎Vフトポジションインジケーター●デジタル時計

怎^コメーター●燃料残量警告灯●灰皿照明

怎wッドランプ消し忘れ警報●キー抜き忘れ警報

怎pワーウインドウ．1耐水タイプ．運転席はワン

^ッチ、キーオフ復作動、挟み込み防止機揖付）

恟W中ドアロック〔パフクドア遮勧）●マップランプ

怎Jードボックス（リッド付）

怏^転席インズトポケット●フットレスト

　齢Iソンセーフフルオートエァコン デュアル（注つ

ミク0ガードビュアトロン

iフロントエアコン組込みタイプ）

助手席バニティ、ラー

●足踏み式パーキングブレーキ＆リり一スレパ〒 リモートコントロールエントリーシステム（バンクドア連動）

　　　　幽｡オーディオ

●ガラスアンテナ カセットー体AM！FM電子チューナーラジオ

i60W、4スピーカー、．FMダイバーシティ）

プレサージュスーパーサウ．ンドシステムエ

iカセット一体AWFM電子チューナーラジオ」20W、6スピーカー、FMダイバ

[シティ、CDまたはMDオートチェンジャーコントロール機能付｝　　G主2＞

◇1 ◆i

ナビゲーションシステム（CD・ROM方式）　（主3）． ◆1 ◆1

後庸テレ：ピ侮インチワイ．ド簸晶モニタヘウィヤレスリモ⊇ン、音声多童

チューナ雪ルーフ取付型ダィ∫て門シティアンチがリビデオ鏑子

■内装

オーディオまわり・カードボックスまわり ◆1 ◆1
木目調

パワーウイントウスイッチまわり、助手席側インスト

インストアソパーボックス　　　　　　（注3）

インストロアボノ．クス ．闘・併荊鮒鯖醐
インサイトドア．ハンドル． メッキ

グローブボックスランプ

●キー連動室内照明システム

恣w．ツプホルダー

@（フロント．・セカンド・サード各2個）

怎Aシストグリップ

恟侮閨D席用買い物フック

怎oックドァプルハンドル（抗薗仕横｝

怺p度調整式ラゲッジルームランプ

怎宴Qッジルーム電．源ソケット

怐Dラゲッジアンダーボックス

怎宴Qッジフック．（12個）

h
I

パーソナルランプ（セカンド、サードシート）

ドアステップランプ（フロントドア、リヤドア）

ルームランプ 大型◆2 大塑◆2

ユーティリティローのラゲッジネヅト

トランシュ拘クス

ラケヅジトレイ

．電源コンセント（AC1．OOV　100W）

ラゲツジサイドボツクス

■シート関係

アームレスト（運転席・助手席〉（角度調整式）●セカンドシートロングスライド

怎Vートりクライニング

@（フロント・セカンド・サード）

恟繪ｺ調整式ヘッドレスト

@（フロント・セカンド・ザード）

シートバックグリップ．（運転席・助手席〉

i助手席シートバック買い物フック付）
フロント

シートバックボケノト（運転席・助手席）

運転．席シートサイドポケット

．シートアンダートレイ（助．手．席）

セ．カンド

ウォークイン機構付スプリッ．ト式ベンチシート

i8人乗り）シートバノクテーブル付
（注4＞ （注4）

シートアンダ」トレイ

サード マルチアップシート

専用ノrト生地．．（カブPン鯉1パートナ鯉自！ビ）． 1

専用ドアトリム地（クロス）

■外観／タイ．ヤ・ホイール

UVカット断熱ガラスツインサンルーフ

iリヤはワンタッチ、挟み込み防止機構付）（注5＞
◆2 ◆2

．●リヤス．ボイラー

@（LED式ハイマウントストップランプ）

怎Jラードバンパー

怎Xペアタイヤ（応憩用タイヤ）

専尾ボディサイドストライプ

専用ネーミングステッカー

フロントグリル 光輝仕様

205／65R1594Sタイヤ

15インチフル才イールカバ」

■安全／メカニズム

運転．席・助手席SRSエアバッグシステム

ブレーキアシスト

ABS（アンチロックブレーキシステム）

●運鯖デ！ションリデューザー日LR付3点式ジhトヘルト

恟侮關ﾈELR付3日目シートベルト

怎Zカンド・サードELR付3点式シートベルト｛中央2貞式｝

恫Z二席シートベルト二三二時警告灯

怎Tイドドアビーム

怎tロントベ．ンチレ門テッドディスクプレーキ

EBD（電子制御制動力配分システム）．

ロードリミッター付プりテンショナーシートベルト（フロントシート）

チャイルトシート固定機構付ノートベルト（セカシド・サート各左右2爾

コーナー＆バックソナー

隔その．他

寒冷地仕様

■主要諸元 ［］は後席テレビ付車

2WD　　　　　　　　　　　　　4WD　　　　　　　　　　　　車種

伯ｳ

KA24DE
Kid’sバージョン

●ベース車車名型式 ニッサンGF－U30　　　　　　　ニッサンGF－NU30

●運転タイプ（ゴラムノフト） フルレンジ電子制御4速オートマチック〔E・AT〕

●車種記号 TBGARCBU30EDAP3J［K］AZ　TBGNRCBU30EDAP3J［KIAZ
●寸法

全長X全幅×全高　　　rnm 4755×1770×1720※．

室．内寸法　長×幅×高　　巾m 2890×1480×1200（サンルーフ装着車は11．50＞

ホイールベース　　　　mm 2800

トレッド　前／後　　　　　mm 1535！1520　　　　　　　　　　　　　　　1535∫1515

最低地上高　　　　　　mm 150

●重量・定員

車両重量　　　　　　　kg 1600　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1710

乗車定員　　　　　　　名 8

車両総重量　　　　　　kg 2040　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2150

●性能

最小回転半径　　　　　　n1　　　　　　　　　　　　5．4

●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 独立懸架ストラッ．ト式

ク　　　後 マルチリンクビーム式　　　　　独立懸架マルチリンク式

主ブレーキ　　前1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 205165R1．594S

※後席テレビ付車の場合、ルーフにアンテナが装賛されるため全高が1740mmとなります。

■エンジン主要諸元 〔〕は4WD車

型式 KA24DE
種類・シリンダL数 DOHC・直列4気箇

シリンダー内径X行程　　mm 89．OX96，0

総排気量　　　　　　　L 2，388

圧縮比 92
最高出力　　　kW（PS＞ノrpm 110（150）15600

最大トルク　N・m（kgm）！rpm 216（22．0）14400

燃料供給装置 ニッサンEG1（ECCS）

使用燃料・タンク容量　　　　L 無鉛レギュラーガソリン・65〔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．●エンジン出ヵ表示に．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．したものてあり、「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（自工会調へ）となっています。●本諸元に記載されてい．る車両は全車3ナンバーとなります。

〈国際単位系（SI＝エスアイ）によるエンジン出力・トルク表記について〉

計畳単位．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）」、エンシノト

ルク単位「kgm」倭「N・m（ニュートンメートル1」のSI単位とします。なお、「PS」及び「kgrn」からSI単位への

換算値は次のとおりです。数値は整数単位まてとし㌧小数点第1位を四捨五入します。

1PS＝0．7355kW　lkgrn菖9．80665N．・m

●本車両は持ち込み登録で、オーテック扱いとなります。

PHOTOl．プレサージュKid「sバージョン。ボディカラーはダークブルー｛P〕＜＃BP9＞。

《ディーラーオプション》

●チャイルドセーフティシート

P（プレミアム）タイプ

寒冷地仕様の主な内容（メーカーオプション）●ワイパーデアイサー●ヒーター付ドアミラー●リヤヒーターダクト●大型バッテリー

　　　　　　　　　　　　　　※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てす。

◆1、◆2はいずれもセット装藩となります。

（，主1）リヤはクーラー機能のみとなります。（注2〕オートチェ／ンヤーコントロール機能はオートチェンシャー（ディーラーオプション）を装

着しないと作動しません。（注3）ナビゲーションシステム装着車は、インストアッパーホックスは装備されません。（．注4）ウォークイン機

構は左側席のみと墾’ます。（性5）フロ．ントはスライド・チルトアップ、リヤはスライドします。＊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ヶ所に装董されます。＊2「カブロン門、「パートナー」はアキレス株士会社の登録商標です。
●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの二二で装丁するため、ご注文後はお受けできませんのてご了承くナ’さい。

口衷内の縁文字は新室内快適性能「インナーグリーン！の装備です。

■ボディ．カラー

ボデイカラー 内装色

＃QT1ホワイトパール（3P）〈特別塗装色〉 べ」ジュ（C）

＃BP9ダークブ，レー（P） グレー㈹
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E（エクセレント）タイプ※　S（スタンダード）タイプ※　HK〔ハローキティ｝タイプ

（＝璽）　　　　　　　（＝璽＝）　　　　　　◎176，【99SANRIOCO．lLTD，

（3P＞は3コートパール、（P．）はパールの略です。

．適用表　　　一　　　終

　　　　　　　　　　　　　　燕写真のインナークッションは別売です。　＿r、

怐@
l歓　＝贈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、，

前席 2列席 3列魔 適用目安
項　目

助手席 外側席 中央席 外側席 中央席
取付向き

体重　　　　参考身長 参考年齢

ベビLシート × o X ○ × 後向き 新生児～10kg未満新生犯～75¢m以下 縦児磯後12ヶ月以下

新生児対応｝…ξ × ○ ○ ○ Q 後向き 新生児～9kg未満新生児一73じm未満 縦児～生紬瞬で

× ○ ○ Q o 後向き 7㎏以上州9kg未満55cm以上～73cm未満 生獅閥畦断月頃までチャイルド

Zーフティシート Q o o ○ ○ 前向き 9kg以上～18k9以下73㎝以上～100㎝以下 生稜9ヶ月頃～磁頃柾

ジュニアセーフティシート o o ○ ◎ o 前向き 15k9以上四36kg以下10匹㎝以上～138㎝未満 4歳頃～10歳頃まで

濠新生児にお使いになる場合は別売．のインナークッションとのセット装着をおすすめします。

日産自動車株式会社
〒104・8023　東京都中央区銀座6丁目17膏1号

ス．ビードおさえて、いい．逼転。

シートベルトとチャイルドシートを忘れずに。

お問い合わせばブレサージュ取り扱い販売会社、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）9＝00～12＝OO　13＝00僧17＝00

http：〃www

日産インフォメーションセンター

土・日画薗0120－838－232
9＝00～12：0013＝OO四16：00

夢が今…縛鍬〆ζ

∠4「U国「」E⊂＝H

お問い合わせ・ご相談は下記へお願いいたします1

株式会社オーテックジャパン

〒253－8571神田．1【県茅ケ瞳市町園824－2

電話　　（0467）87－8　0　0　1
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