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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リーカスタムとして、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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プレサージュライダー10thアニバーサリー

2，5L　2Wb
〈E－A伽〉

3，034，500円
（消費税抜き価格2，890、000円）

2．5L　2WD
〔HDDナビ付）

＜E一ATx＞

3，398ゴ850円
（消費税撫き価格3、237，000円）

2．5L　4WD
〈E・AT裳〉

Photoツレサージュライダー10墓hアニ’｛一サリー（25L　2WD）＜E－A丁x＞．ボディカラーはホワイトパール（3P）

〈＃OX1・笥別盛装色〉。内菰色はブラック〈G＞。キセノンヘッドランプはメーカーオプション。

3，328，500円
〔消費税振ぎ価格3，170，000円）

2．5L　4WD
〔HDDナビ村）

〈E・Aτ⇒

3，692，850円
（消費税抜葦董価格3。5璽7セ000円）
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襲価格にはメーカーオプションは含まれておりません。●リサイクル料孟130770円が別途必翼となります。●駈格にはスペアタイヤ．標準工貝が含まれ謹す．●ホワイトノ℃一ル（3P×＃QX1・萄渤塗装色〉は31500円（消費脱込み）高となります．●寒論題仕様（2WD）は45」50円（濾費税込み）高となります。●保険料、税盆．

届出に儲う費用膨は割途申し受けます。●価格1まメーカー希望小売価格です。画格は販兜会社が独自に決めて獄）ますので．それぞれの販亮会社にお問い合わせくだざい。●持込み登録のtめグリーン税制は遇用されま雛ん、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’¶
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バンパーグリル
　　（メッキ）

ラ～墨斎ラ三1喬ゲ『i…

　　　　エンプレム

専用ボディサイドグラフィック 　　　専用キッキングプレート
（前席は「Rider」ロゴイルミネーション機能付）

専用スポーティフロアカーペット
　　　　　　　　　　　　　　　　f
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■「プレサージュライダー10thアニバーサリー」主要装備一覧　ロライダー101hアニ’｛一サリー號1装備■ライダーs特別装備［＝コ標筆装憾圏HDDナビセットメーカーオブションロメーカーオブション〔職曜坤し剥掠す）回オーテック扱いオプション（櫛に申し受けます）

「ブレサージュライダー10thアニバーサリー」は「ライダーS」をベースとした特別仕様車です。

車種 2WD／4WD
ライダー10出アニバーサリー

HDDナビ付

グレード別狡慨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベース車 ライダーS　　　　ライダーS

膨糎界

1ハロゲンベリドラン σ9エクタ6タイフ『マーユアルー．’ライ　一・　スモークメッ　　　’一’　一「．一 一

’セノンへ影辱ランフ【ロー　一ム辱7ロリエ　　　　　　　一 63000円 63000円
オートライトシステム

プライバシーガラス（UVカット断熱籔能付〕〈リヤドアリヤサイドバックドア〉

バッテリーセーパー〔ルームランプヘッドランプフォグランプ）

κックビューモーター〔カラー車幅！距膨予想進路線衰示概膨付） ◆

サイドブラインドモニター（カラー．近赤外線LED“1、左硝車幅ノ前端豪示椴熊付） ◆　　　璽

語　　，．　　　　　　ン　　　　　　．一一　コニ．一’．咽　一二一■

■運転席まわり

專用キッキングプレート㈲席はrRkjor」ロゴイル罵ネーション臓膨付〕
ゲイン7ル付寧華讐4零ス　ークステアリン　　　　　　．一一一　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　　一　1 ペース車漂瀦

董転席・跡手席バ冨ディ竃ラー〔照璃付｝

専用インスパネル《メタル頁》
一

聯用κワーウインドウスイソチフィニッシャー（メタル罰》田隔露・醇環のみ
一

尋　インサイドドアハンドルエスカッシ5ンくメタル
齢

ステアリングスイッチ（オーディオ．ボイスコマンド．ハンズフリーフォン） 　一一．一L@　　　　「一

．イツテリ．＝ン’　　　　　　　悪‘可醜ゴ一． @　檀1　　　　　　　　　　　　　　　　侮
エンジン　　　　　一｛モビラ　　　　　　　　　　　　　隅」，　一＿一＿　　　　一．－　r．’一一　　一一＝＿一＝二章

ダウンライトカップホルダー照明〔LED式）

フロント2爆

カツブホルダー フロントセンターテーフル4個

サードシートアームレスト2倒

ボトルホルダー スライドドア2個

■空口

オゾンセーフフルオートエアコン

フラスマクラスターイオン「フルオートエアコン〔除瞳椴臆付）耀 15750円 15750円
リヤクーラー 1 －

■オーディオ’ナビゲーションシステム

オーディオレス★

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一．一@　　　　　　　　　一@　　一
C

三一ウイングスナビゲーションシステム（HDD方式）（高精細7インチワイド液昌モニター、

}ルチファンクションスイツチノタッチパネル併用操作．TV、八ンズフリーフォン、WCS〔FM多重〕、

{イス］マンド、Blue沁oth2オーディオ’八ンズフリーフォン対応、輌情報表示捲能、

cVDオーディオ＆ヒ＝デオ再生機能、ミュージックポックスエ　　　　　　　　　　　　　　く葦②X注3X注4〕

　　　　　　　一一一．一一

@　　◆

@　一@　　　一　

CD一体AM’FM電子チューナーラジオ（膳P3∫WMA再生機能、
Tウンドフォーカス、デジタル時計〔ON’OFP切醤タイプ〕組込み）　　　　　　　　　（注5）（注6）

，　　　　：ンドシ　　　　｛2団Nタイプ言MDしCD－Fチ葦爵響一，　　　　　　　　　　　　　一　一
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔注2X注5X注6｝1鮒診コント0一ルMP3（～轍胃藍…殿胆亀200Vり〕

一一一．

V日、750円
炉bd菅アダプター

1　　　　　用スピーカ鞘‘フ回ントドア部X2・リヤドア　X2　　　　　一一　一　　　　　　　　．一

知内鼓

零　スポーティフロアカーペット 一

大型昇降グリップ（スライドドア左右）

フロントセンターテーブル（フック2個付）

インストアッパートレイ〔リッド付）

インストロアポックス

サードシートサイドポックス（左右アームレスト下）

ラゲツジアンダーボックス 　　　一

インストアッパーボックス 〔注7） ．一

ヨ

1DINオーディオボックス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔注8）

■シート

’　　　　　　　顎’・ギー一噌」」］一幽I」　．■霊；T一　　　一
一．

横スライド樹駅キャプテン’ベンチ切督え）

｝㍗ ｲ リモコン付 リモコン付
セカンドシート

ウォークイン（右副）
一

角度調整式アームレスト（左右）

ワンタッチ床下収納
．一もサードシート

ベンチタイプ（シートパック5：5分剴）

■外霞ノタイヤ＆ホイール

バンパーグリル（メッキ｝
一

ライダー10thアーパーサリーエンブレム
一耳目ボディサイドグラフィック

フ回ント　リルスモ・一ク 一　　　　　　　　　　　　　一

専用7ロントバンパーフオグラン7組込み）
一 一

望用サイドシル7ロテクター

専用リヤパンパー 丁

用リヤコンビランプ〔クリアタイ7）

用スポーツマフラーく7ジツポ 研瞑》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一二

．専用215’00R1798Hタイ守FσOYOτRハNPA加門MP4
尋用17インチアル母ホイール〔17x65”）オフセット：40　PCD’11435究
，・ヵう一ドリヤスポイラー

臣　　ト7　　イ
一 セ　　5500円 52500円

パックドアガラスハッチ（インテリジェントキー対応搬能付）

電勤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ド〕　　　　　　　　　　　　　〔注10） 136500円 136500円
スライドドアオートクロージャー〔両側）

一一．一スライドドア〔両側）
遷・9・．鯉・贋樋θ勺　　　　　　　　　　　　　　　　　　．＿． 　　　一

闘安全’メカーズム

、イΨ@　　　　　　　ン’スきF已ピ　　ン7クリアタイ　　一一　　　　　　一．一量　重　　　　一　．一一＝一一　⊇舅　一
一

輔4讐｝　ス　　　　　　　3　顛動・　　　　　巴7　贈　　　　　　　　　　　　　　　　一

運転席・助手席SRSエアバッグシステム

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｝

EβD（電子制穏制動力配分システム）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
ブレーキアシスト

オートコントロール4WD　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I．　樗WD 4WD
4輪ベンチレーテッドディスクブレーキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　一
■憲冷地仕様

リヤヒーター、大型バッテリー、ヒーター付ドアミラー　　　　　　　　　　　　　　　　2WD　　45150円　　　45150円
＆熱線リヤウインドウ（キャンセル機権付） 4WD　∫．．一　一　　』一　　　7一

◆セットでメーカーオプションとなります。◆は364、350円のセット価権（消費税込み）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

格は消貴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衝格はメーカー希盟小売価揺です。価緕は販売会社が独臼に決めてお

りますのでそれぞ乳の販死会社にお問い命わせください．●メーカーオプション、オーテック扱いオプションはこ注文時に申し受けます。メーカーの工場ま

たはオーテックで装潅するため、ご注文後はお憂けできませんのでご了承ください。

★日産オリジナルナビゲーション（ディーラーオプション）もこ用意しておりますので、詳しくはオプショナルパーツカタログをご覧ください．（注1〕ロック・アンロック

リクエストスイッチ（パックドアガラスハッチ兼用）が裟菊されます。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搬能付となります．（注2）「カー

ウイングスナビゲーションシステム（HDD方式〕」陣用サウンドシステム」の岡時装着はでさませんゆ（注3｝カーウイングスナビゲーションシステム（HDD方式）を装着

した堀舎、センタークラスターボックスは口回されません。カーウイングスナビゲーションシステム（HDD方式）を装着し、カーウィングス燕料サービスにお申し込みいた

だくと、会員登録センターより通信ケーブルを一本のみ無償でお届けいたします。八ンズラリーフォンのみご利用いただく口合の通信ケーブル〔ディーラーオプション）は

励売となります．通信ケーブルは、携帯電語の通信方式によって仕様が異なります．ワイヤレス接続のBluotoo童h2ハンヌ：フリー機能はBIロetoo翫塞対応の携滞電話のみ

こ利用いただけます。携帯鼠諾によっては、こ刑用できない機種があり談ずので、詳しくは、カーウイングスホームベージ（www．n13Baローcarwings、com｝の「遡含携幣

電話一覧」でご確認いただくか、カーライフアドバイザーにお問い台わせください。カーウイングスナビゲーションシステム（HDD方式）とiRo♂をBluetooth2接続し、

iPod屡に録音された音楽を車内で楽しむご：とができ家す。なお、本Bluetooth電通信にてiPo♂をご利用いただくには．別途Blu2tooth零トランスミッターの禁着が必蜜と

なります．（注4）DVDビデオ1DVDオーゲイォ等の再生が可能です。ただし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DVD・RIDVD＋R／DVD－
RWIDVD＋RW／DVD－R　D口DVロ＋R　DLディスクはディスクや記録状態によっては再生できない場合があります．　DVD－R　DレDVD＋R　DLは．記録状懇によっては

レイヤー（1層12層）切替え時に映像や音癌が途切れる場合があります。DVD－RAMは再生できません。（注5）CDはディスクの種類によっては再生できない塘合が

あります，（注6）WMAはバージョン1こよっては再生できない場合があります。（注7）カーウイングスナビゲーションシステム〔HDD方式）をお選びの場舎、インスト

アッパーボックスは隠避されません。〔注8）カーウィングスナビゲーションシステム（HDD方式）または専用サウンドシステムを装獅した場合に【調霞備されません。なお

オーディオレス駆の場合は、2個鼓慧ざれます。（注9）標準装備のリヤスポイラーを取り外しての装藤となります。（注10）電動ガラスツインサンルーフをお選びの堀合、

ルームランプは大型となり雀す。（注11）寒冷地仕様はスチール製と客り．形状が異なDます．　判不可視光線です。　＊2本商品にはシャープ株式会社のプラズマ

クラスター技術を擾載しています。プラズマクラスター．プラズマクラスターイオンおよびP【asmaclusterはシ整一ブ株式会社の商標です．　●2011年7月にアナログ

テレビ放送1ま終了となります、地上デジタル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なお求めください。　●Bluetooth電

トランスミッターはNISSAN　ONUNE　SHOP（h艮p：〃shop．nis馴，co」p）でのみ阪亮しております。　●Blu6toothおよびBluetodhロゴは米国Blue約oth　SIG，　rnc．の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●iPodは米巴およびモの他の国で蛭録されているAppb　hc．の商標です。登銀商標です．●カーウィングス！CARWINGSは日産自動車株式会社の螢日商樵です．

ロ1疑内の縁文寧は塞内懐逼性鷹「インナークリーン」の蔵備で凱「インナーグリーン」の詳細はブレサージュ力タロクP43をご覧ください、

■「プレサージュライダー10thアニバーサリー」主要諸元

QR皇5DE　tNEO）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　車積
2WD　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4WD

●ペース車車名型式 ニッサンDBAイU31　　　　　　　　　　　ニッサンDBA－TNU31
●逼転タイフ

フルレンジ電子鵠御4速オートマチック〔E－ATx〕 ●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
●寸法

全長　　　　　　　　　　　　　　　　mm 4930
全娼　　　　　　　　　　　　　　　　mm 1800

全高　　　　　　　　　　　　　　　mm 1655　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　給95

室内寸法　長　　　　　　　　　　　mm 2675

〃　　　幅　　　　　　　　　　　　mm 1525

〃　　高　　　　　　　　　　　mm 1250〔サンルーフ付車は1235〕

ホイールベース　　　　　　　　　　　　mm 2goo
トレッド　萌／後　　　　　　　　　　　　mm 165011555　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　155011550

最低地上高　　　　　　　　　　　　　mm 120　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　140
●璽壁・定員

車両重量 1710　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1780

乗皐鮪節　　　　　　　　　　　　　　　名 8

車両総璽量　　　　　　　　　　　　　k 2150　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2220

○性能

最小回転半径　　　　　　　　　　　　　　m 57
●踏装置

嵐 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＆ビニオン武

サスペンション　前ノ後 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／畿 ベン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 215160R1796H

■エンジン主要諸元　■変速比・最終減速比
●250XG（2WD）1250XG（4WD）と同仕様です。標準車カタログも合わせてこ高ください。遷ライダー10thアニノτ一サリーはエアロバーツ装着のため、縁石や
段差の大面い場所や不整地路轡では路面などと干渉ずる壌含がございます。あらかじめご承知お啓（ださい。　●本箪酉は持込み聾録でオーテック銀いとなります．

Photo；プレサージュライダー10thアニバーサリー（2、5L　2WDXE－A丁x＞。内装色はブラック＜G＞。カーウイングスナビゲーションシステム（HDD方式）＋

バックビュ」モニター＋サイドブラインドモニター＋ステアリングスイッチ＋Cb一体AM！FM電子チューナーラジオはメーカーオプション。画面は八二込み舎庇です．

・・DY　C…R　一一急重L＿劃iiiiiiii論i
　　　　　　　　　　　　　　ホワイトパール（3P）　　ブリリアントシルバー（M）　サファイアブラック（P）　　ディープカシス（P）

　　　　　　　　　　　　　〈＃QX1・特別塗装色〉　　　　　　　〈＃K23＞　　　　　　　　　　＜＃B20＞　　　　　　　　　　〈＃L42＞

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　張オーテック扱いディーラーオプションとして「専用プラスチックパイザー」「專用ラゲッジカーベット」の設窟がござい崩す。

日産自動車株式会社
〒104－8023　東京那申央区銀座6丁目17琶1号

www．autech．lp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
＞＞受付時間9：00～18＝00
〔月～金（祝日を除く）〕

株式会社オーテックジャパン

〒253－8571神奈川県茅ヶ崎市萩遡824－2

お問い合わぜ・こ相麟内容につぎましては、お召さま対応や品翼向上のために配録し活用させていただいております。豪た．販兜会社等からご返答させていただくことが適切と蝉騒した内割は必要な範囲で情綴を開示し、当住販売会社等からお客さまにご遍絶をとら

せていただく場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σ稼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辞柄は．上記「オーテックジャパンホームベージ」に掲載しております。

スピードおさえて、いい運転。　　　　　　●このカタログの内容は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ります。
シートベルトとチャイルドシートを忘れず1こ。●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Oます。
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