
しっとりしたディープブラウンの3列の本革シートと落ち着きある 
色味の木目調インテリアフィニッシャー、上質な乗り心地と上品な外観で、 

トラディッショナルな高級感を極めたアクシス。 

※「アクシス」は専用エクステリアパーツ装着のため、縁石や段差の大きい場所や不整路等では、路面などと干渉する場合がございます。あらかじめご承知おきください。●装備・仕様の詳細は59ページのセレナ「アクシス」主要装備一覧をご覧ください。 

専用フロアカーペット／専用ステップカーペット 専用インストモール 専用フロントグリル／専用フロントバンパー 専用16インチアルミホイール／
専用195/60R16 89Hタイヤ

専用サスペンション 
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Photo（左）（右）：アクシス（2WD）。ボディカラーはホワイトパール（3P）〈♯QX1・特別塗装色〉。内装色はブラック〈G〉。 
バイキセノンヘッドランプはメーカーオプション。 

専用HDDナビゲーションシステム＋専用スピーカーはオーテック扱いオプション。 

■ 専用本革シート 

■ 専用本革巻3本スポークステアリング（専用木目調加飾付） 

■ 専用木目調フィニッシャー（センタークラスター部、 
　 メーター横部、パワーウインドウスイッチフィニッシャー部） 

■ 専用フロアカーペット 

■ 専用ステップカーペット 

■ 専用インストモール 

■ 専用木目調加飾付セカンドマルチセンターシート 

■ インテリジェントキー＋エンジンイモビライザー 

■ 6スピーカー 

INTERIOR

ホワイトパール（3P） 
〈♯QX1・特別塗装色〉 

（3P）は3コートパール、（M）はメタリックの略です。 

ダイヤモンドシルバー（M） 
〈♯KY0〉 

スーパーブラック 
〈♯KH3〉 

アイアン（M） 
〈♯K43〉 

BODY COLOREXTERIOR

■ 専用フロントグリル 

■ 専用フロントバンパー 

■ フロントフォグランプ 

■ 専用モールディング（フロント・リヤ） 

■ 専用16インチアルミホイール 
■ 専用ネーミングエンブレム 

MECHANISM

■ 専用サスペンション 

■ 専用195/60R16 89Hタイヤ 
    （ブリヂストン製 Playz） 

■ らくらくパック 
    〈リモコンオートスライドドア 
    （助手席側、挟み込み防止機構付）&
　 オートクロージャー（両側）〉 
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■インストルメントパネル 

■ 運転席オートステップ&アシストグリップ（セットでの装着となります） 

特別感を演出するフロントとリヤに配した専用モールディングと、センターコンソールパネル上の 

専用インストモール。独自の専用装備で、快適性を高めた、アクシス。 

OPTION 〈オーテック扱いオプション〉 

高級・上質、それがアクシス。 

アクシス 2WD　2,719,500円（消費税抜き価格 2,590,000円） 

アクシス 4WD　3,003,000円（消費税抜き価格 2,860,000円） 

● 価格にはスペアタイヤ、標準工具が含まれます。  
● ホワイトパール（3P）〈＃QX1・特別塗装色〉は31,500円（消費税込み）高となります。 
● 寒冷地仕様は2WD：28,350円、4WD：7,350円（消費税込み）高となります。
● 保険料、税金、登録に伴う費用等は別途申し受けます。  
● 価格はメーカー希望小売価格です。価格は販売会社が独自に決めておりますので、それぞれの販売会社にお問い合わせください。 
＊リサイクル料金14,600円が別途必要となります。 ● 持込み登録のためグリーン税制は適用されません。 

アクシス独自の品質感と、特徴を持つディープブラウンの本革シート、深い木目を表現した 
専用フィニッシャーでインテリアをトータルデザインしました。 

INTERIOR

気品を持ったフロントグリルとフロントバンパーのデザインが、アクシス独特の上質な 
フロントマスクを実現。さらにフロントとリヤに配されたモールディングが高級感を引き立てます。 

EXTERIOR

高級・上質感あふれる乗り心地のため、サスペンションのチューニングからタイヤの選定に 
至るまで、トータルな変更をアクシス専用に施しました。 

MECHANISM

 ＊1 別売のiPod  とiPod  アダプターが必要となります。　 ＊2 アクシス標準の6スピーカーのうち、4スピーカー（フロントドア部、リヤドア部）が専用となります。 

■ 専用HDDナビゲーションシステム 

　 （7インチワイド液晶モニター、TV、タッチパネル、VICS〔FM多重〕、 
 　30GB HDD、 iPod  コントロール機能＊1、MD・CD一体 
　 AM/FM電子チューナーラジオ、200W） 
    ＋専用スピーカー（フロントドア部、リヤドア部）＊2 

 

R

R R

■ 専用サウンドシステム 

　 （2DINタイプ：MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ、 
 　iPod  コントロール機能＊1、MP3/WMA再生機能付、200W） 
　 ＋専用スピーカー（フロントドア部、リヤドア部）＊2  

R

■ 専用スピーカー 

R

Photo（左上）（上）：アクシス（2WD）。ボディカラーはホワイトパール（3P）〈＃QX1・特別塗装色〉。内装色はブラック〈G〉。 
バイキセノンヘッドランプ、オゾンセーフフルオートデュアルエアコン＋プラズマクラスターイオン  エアコンはメーカーオプション。 

専用HDDナビゲーションシステム＋専用スピーカーはオーテック扱いオプション。 

■エンジン主要諸元　■変速比・最終減速比
●ベース車（2WD車、4WD車ともに「20S」）と同仕様です。P47の「■エンジン主要諸元」「■変速比・最終減速比」をご覧ください。
●「ライダー」「ライダーS」「アクシス」は持込み登録でオーテック扱いとなります。

車種
諸元

ライダー ライダーS アクシス
2WD 4WD 2WD 4WD 2WD 4WD

MR20DE

※運転席オートステップ&アシストグリップ装着車

●ベース車 車名型式
●運転タイプ
エクストロニックCVT〈無段変速機〉

●車種記号

●寸法
全長 mm
全幅 mm
全高 mm
室内寸法 長 mm
〃 幅 mm
〃 高 mm

ホイールベース mm
トレッド前/後 mm
最低地上高 mm
●重量・定員
車両重量 kg
乗車定員 名
車両総重量 kg
●性能
最小回転半径 ｍ
●諸装置
駆動方式
ステアリングギヤ形式

サスペンション 前/後

主ブレーキ　前/後
タイヤ　前・後

■セレナ「ライダー」「ライダーS」「アクシス」主要諸元

車種グレード別装備
ライダー ライダーS アクシス

2WD 4WD 2WD 4WD 2WD 4WD

◆ ◆ ◆ ◆

152,250円 152,250円 152,250円 152,250円

303,450円 303,450円 303,450円 303,450円 303,450円 303,450円

466,200円 466,200円 466,200円 466,200円 466,200円 466,200円

36,750円 15,750円 36,750円 15,750円 36,750円 15,750円

28,350円 7,350円 28,350円 7,350円 28,350円 7,350円

44,100円 44,100円 44,100円

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◆

◆

◆

◆ ◆

◆ ◆

◆ ◆

◆1

◆2

◆3

◆4

◆5

◆6

カーウイングスナビゲーションシステム（DVD方式）（7インチワイド液晶モニター、TV、ハンズフリーフォン、
VICS〔FM多重〕、ボイスコマンド、Bluetooth® 、車両情報表示機能、ビデオ端子、100V電源付）
MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ（MP3/WMA再生機能､MDLP機能、サウンドフォーカス､
CDオートチェンジャー対応機能、デジタル時計〔ON/OFF切替タイプ〕組込み､FMダイバーシティ)
バックビューモニター（カラー、車幅/距離/予想進路線表示機能付）
サイドブラインドモニター（カラー、赤外線LED、左側車幅/前端表示機能付）
ステアリングスイッチ（オーディオ、ハンズフリーフォン）

カーウイングスナビゲーション（DVD方式）&ツインモニターシステム（前席7インチワイド液晶モニター/後席9インチワイド液晶モニター、TV、DVD
オーディオ&ビデオプレーヤー、ハンズフリーフォン、VICS〔FM多重〕、ボイスコマンド、Bluetooth®、車両情報表示機能、ビデオ端子、100V電源付）
MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ（MP3/WMA再生機能､MDLP機能、サウンドフォーカス､
CDオートチェンジャー対応機能、デジタル時計〔ON/OFF切替タイプ〕組込み､FMダイバーシティ)
バックビューモニター（カラー、車幅/距離/予想進路線表示機能付）
サイドブラインドモニター（カラー、赤外線LED、左側車幅/前端表示機能付）
ステアリングスイッチ（オーディオ、ハンズフリーフォン）

らくらくパック：リモコンオートスライドドア（助手席側、挟み込み防止機構付）&オートクロージャー（両側）
インテリジェントキー（運転席・助手席、バックドア感知、作動確認機能付）（フォブタイプ2個）
エンジンイモビライザー（国土交通省認可品）

プラズマクラスターイオン®エアコン（除菌機能付）
オゾンセーフフルオートデュアルエアコン

寒冷地仕様（ヒーター付ドアミラー、大型バッテリー、スチール製リヤワイパー）
オゾンセーフフルオートデュアルエアコン

寒冷地仕様（ヒーター付ドアミラー、大型バッテリー、スチール製リヤワイパー）
オゾンセーフフルオートデュアルエアコン
プラズマクラスターイオン®エアコン（除菌機能付）

メーカー希望小売価格（消費税込み）

メーカー希望小売価格（消費税込み）

メーカー希望小売価格（消費税込み）

メーカー希望小売価格（消費税込み）

メーカー希望小売価格（消費税込み）

メーカー希望小売価格（消費税込み）

■セレナ「ライダー」「ライダーS」主要装備一覧

★日産オリジナルナビゲーション（ディーラーオプション）もご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。◆1～◆6はそれぞれセットでメーカーオプシ
ョンとなります。詳しくは下欄の「セットオプション適用一覧」をご覧ください。●｢メーカーオプション」「オーテック扱いオプション」の価格はメーカー希望小売価格です。価格は販売会社が
独自に決めておりますので、それぞれの販売会社にお問い合わせください。●｢メーカーオプション」「オーテック扱いオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーまたはオーテック
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。＊1 不可視光線です。＊2 ライダーは別売のiPodが、アクシスは別売のiPodとiPodアダプターがそれぞれ必要となりま
す。(注1)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なります。(注2)｢オゾンセーフフルオートデュアルエアコン｣を選択した場合､リヤの空調調整はプッシ
ュ式となります｡(注3)「CD一体AM/FM電子チューナーラジオ（標準装備）」、「カーウイングスナビゲーションシステム(DVD方式)」、「カーウイングスナビゲーション(DVD方式)&ツインモ
ニターシステム」、「オーディオレス」、「専用HDDナビゲーションシステム」、「専用サウンドシステム」の同時装着はできません。(注4)メーカーオプションのカーウイングスナビゲーションシ
ステム(DVD方式)を装着し､カーウイングス無料サービスにお申し込みいただくと、会員登録センターより通信ケーブル1本のみ無償でお届けします。ハンズフリーフォンのみご利用いた
だく場合の通信ケーブル(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、携帯電話の通信方法によって仕様が異なります。ワイヤレス接続のBluetooth®ハンズフリー機能は、
Bluetooth®対応の携帯電話のみご利用いただけます。携帯電話によっては一部利用できない機種がありますので、詳しくはカーウイングスホームページ（www.nissan-carwings.com）
の「適合携帯電話一覧」でご確認いただくか、カーライフアドバイザーにお問い合わせください。(注5)DVDビデオ/オーディオは再生できません。(注6)｢ナビゲーションシステム｣、｢オー
ディオレス｣、｢専用HDDナビゲーションシステム｣、「専用サウンドシステム｣を選択した場合､インストアッパーボックス､インストセンターボックスは装着されません。(注7)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。(注8)CDオートチェンジャー対応機能はディーラーオプションのCDオートチェンジャーを装着した場合に作動します｡(注9)WMAはバー
ジョンによっては再生できない場合があります。(注10)DVDビデオ/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によっては再生できない場合があります。また、DVD-
R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW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-RAMは再生できません｡(注11)オーディオレスの場合、デジタル時計
は装備されません｡6スピーカー､ハーネス､アンテナは装備されます｡（注12）2WDのみローダウンとなります。(注13)標準装備のリヤ間けつ式ワイパーと形状が異なります。
●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搭載しています。プラズマクラスター、プラズマクラスターイオンおよびPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。
●BluetoothおよびBluetoothロゴは、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●カーウイングス/CARWINGSは日産自動車株式会社の登録商標です。
●ｉPodは米国および他の国々で登録されたApple Computer, Inc.の登録商標です。※ALCANTARA®は東レ株式会社のスエード調人工皮革です。

表内の緑文字は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。

ニッサンDBA-C25 ニッサンDBA-NC25 ニッサンDBA-C25 ニッサンDBA-NC25 ニッサンDBA-C25 ニッサンDBA-NC25

● ● ● ● ● ●
EDRARBVC25 EDRNRBVC25 EDRARBVC25 EDRNRBVC25 EDRARBVC25 EDRNRBVC25

EDATDMAZ EDATDMAZ EDATDRAZ EDATDRAZ EDAPEAAZ EDAPEAAZ

4690
1695

1840 1850 1820 1850 1840 1850
2825
1470

1355［1350（後席モニター付）・1325（ツインサンルーフ付・2WDのみ）］
2860

1480/1485 1485/1480 1480/1485 1485/1480 1480/1485 1485/1480
160 135 140 135 160（150※） 135

1630 1710 1630 1710 1640 1720
8

2070 2150 2070 2150 2080 2160

5.7

前輪駆動 4輪駆動 前輪駆動 4輪駆動 前輪駆動 4輪駆動
ラック&ピニオン式

独立懸架ストラット式 独立懸架ストラット式/トレー 独立懸架ストラット式 独立懸架ストラット式/トレ－ 独立懸架ストラット式 独立懸架ストラット式/トレ－
/トーションビーム式 リングア－ム式マルチリンク /トーションビーム式 リングア－ム式マルチリンク /トーションビーム式 リングア－ム式マルチリンク

ベンチレーテッドディスク式/ディスク式
195/60R16 89H

■セレナ「ライダー」「ライダーＳ」「アクシス」セットオプション適用一覧 標準装備 セットオプション（ご注文時に申し受けます） メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）◆

標準装備 メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

ライダー・ライダーS特別装備 オーテック扱いオプション（ご注文時に申し受けます） ■セレナ「アクシス」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）

アクシス特別装備 オーテック扱いオプション（ご注文時に申し受けます）

◆4◆6

◆1◆2 ◆1◆2

◆1◆2 ◆1◆2

コルク調シャンパンゴールド色 石目調ブラックメタル色

◆1◆2 ◆1◆2

◆3 ◆3

◆3 ◆3

◆4◆5◆6

◆4◆6

4WD

4WD

◆4◆5◆6 4WD

4WD

◆1 ◆1

◆2 ◆2

ベージュ（アルカンターラ※） ブラック（3Dニット）

■視界
バイキセノンヘッドランプ（ハイ/ロービーム、オートレベライザー付）
バックビューモニター（カラー、車幅/距離/予想進路線表示機能付）
サイドブラインドモニター
（カラー、赤外線LED＊1、左側車幅/前端表示機能付）
専用フロントフォグランプ
■運転席まわり
専用本革巻3本スポークステアリング
専用フィニッシャー（ステアリングスイッチ部、パワーウインドウスイッチ部）
専用ステンレス製キッキングプレート
ステアリングスイッチ（オーディオ、ハンズフリーフォン）
インテリジェントキー（運転席・助手席、バックドア感知、作動確認機能付）
（フォブタイプ2個） （注1）
エンジンイモビライザー（国土交通省認可品）
専用センタークラスター（ブラック）
■空調
オゾンセーフフルオートデュアルエアコン （注2）

プラズマクラスターイオン®エアコン（除菌機能付）

■オーディオ／ナビゲーションシステム
6スピーカー
カーウイングスナビゲーションシステム（DVD方式）（7インチワイド液晶モニター、
TV、ハンズフリーフォン、VICS〔FM多重〕、ボイスコマンド、Bluetooth®、車両情報
表示機能、ビデオ端子、100V電源付） （注3）（注4）（注5）（注6）

MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ（MP3/WMA再生機能､MDLP機能、サウンドフォーカス､CDオート
チェンジャー対応機能、デジタル時計〔ON/OFF切替タイプ〕組込み､FMダイバーシティ) (注7) (注8) (注9)

カーウイングスナビゲーション（DVD方式）&ツインモニターシステム（前席7インチ
ワイド液晶モニター/後席9インチワイド液晶モニター、TV、DVDオーディオ&ビデオ
プレーヤー、ハンズフリーフォン、VICS〔FM多重〕、ボイスコマンド、Bluetooth®、
車両情報表示機能、ビデオ端子、100V電源付） （注3）（注4）（注6）（注10）

MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ（MP3/WMA再生機能､MDLP機能、サウンドフォーカス､CDオート
チェンジャー対応機能、デジタル時計〔ON/OFF切替タイプ〕組込み､FMダイバーシティ) (注7) (注8) (注9)

オーディオレス★ （注3）（注6）（注11）
専用HDDナビゲーションシステム（7インチワイド液晶モニター、TV、
タッチパネル、VICS〔FM多重〕、30GB HDD、iPod®コントロール機能＊2、
MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ、200W） （注3）（注6）（注7）

iPod®アダプター
専用スピーカー（フロントドア部×2・リヤドア部×2）

専用サウンドシステム
（2DINタイプ：MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ、iPod®コントロール
機能＊2、MP3/WMA再生機能、200W） （注3）（注6）（注7）（注9）

iPod®アダプター
専用スピーカー（フロントドア部×2・リヤドア部×2）

■内装／シート
専用シート
専用ドアトリム
■外装／タイヤ・ホイール
専用フロントグリル&バンパーグリル
専用フロントバンパー
サイドシルプロテクター
専用リヤバンパー
専用リヤコンビランプ（クリアタイプ）
専用ネーミングエンブレム
専用スポーツマフラー〈ＨＫＳ製〉
専用16インチ光輝アルミホイール（16×6JJ）、
オフセット：45、P.C.D：114.3（5穴）
専用195/60R16 89Hタイヤ（TOYO TRANPATH MP3）

スライドドア
らくらくパック：リモコンオートスライドドア（助手席側、
挟み込み防止機構付）&オートクロージャー（両側）

ツインサンルーフ
■安全／メカニズム
専用スポーティサスペンション （注12）
専用ハイマウントストップランプ（クリアタイプ）＋ハイマウントストップランプフィニッシャー（車体色）
■寒冷地仕様

ヒーター付ドアミラー、大型バッテリー、スチール製リヤワイパー （注13）

◆3 ◆3

2WDのみ 2WDのみ

◆5◆6 ◆5◆64WD 4WD

2WD車：◆4◆6
4WD車：15,750円

63,000円
◆1◆2

◆1◆2

◆1◆2

◆3

◆3

◆4◆5◆6

◆1

◆2

-8,400円

304,500円

78,750円

◆3

126,000円

2WD車：◆5◆6
4WD車：7,350円

メッキ スモーク

車種グレード別装備
ライダー ライダーS

2WD/4WD 2WD/4WD
メーカーオプション
希望小売価格
（消費税込み）

「ライダー」「ライダーS」はベースとなる車種（2WD車・4WD車：20S）に対し、下記の仕様装備となっております。なおベースとなる車種の仕様装備はP44-45の
「セレナ主要装備一覧」をご覧ください。「ライダー」「ライダーS」は表記以外のメーカーオプションは設定がございませんのでご了承ください。

「アクシス」はベースとなる車種（2WD車・4WD車：20S）に対し、下記の仕様装備となっております。なおベースとなる車種の仕様装備はP44-45の
「セレナ主要装備一覧」をご覧ください。「アクシス」は表記以外のメーカーオプションは設定がございませんのでご了承ください。

◆1◆2 ◆1◆2
◆1◆2 ◆1◆2

◆1◆2 ◆1◆2

126,000円

◆5◆6 2WD車：◆5◆6
4WD車：7,350円

◆4◆5◆6

◆4◆6 2WD車：◆4◆6
4WD車：15,750円

◆1 ◆1

◆2 ◆2

294,000円

68,250円

◆1

◆2

-8,400円

136,500円

◆1◆2
63,000円

◆1◆2

◆1◆2

2WD車：◆4◆5◆6

車種グレード別装備
アクシス

2WD 4WD
メーカーオプション
希望小売価格
（消費税込み）

■視界
バイキセノンヘッドランプ（ハイ/ロービーム､オートレベライザー付）
バックビューモニター（カラー､車幅/距離/予想進路表示機能付）
サイドブラインドモニター（カラー､赤外線LED＊1、左側車幅/前端表示機能付）
フロントフォグランプ
■運転席まわり
専用本革巻3本スポークステアリング（専用木目調加飾付）
専用木目調フィニッシャー(センタークラスター部､メーター横部､パワーウインドウスイッチフィニッシャー部）
専用インストモール
ステアリングスイッチ（オーディオ､ハンズフリーフォン）
インテリジェントキー（運転席・助手席、バックドア感知、作動確認機能付）（フォブタイプ2個）（注1）
エンジンイモビライザー（国土交通省認可品）
運転席オートステップ&アシストグリップ
■空調
オゾンセーフフルオートデュアルエアコン (注2)

プラズマクラスターイオン®エアコン（除菌機能付）

■オーディオ／ナビゲーションシステム
6スピーカー
カーウイングスナビゲーションシステム（DVD方式）（7インチワイド液晶モニター､TV､ハンズフリーフォン､ VICS
〔FM多重〕､ボイスコマンド、Bluetooth®､車両情報表示機能､ビデオ端子､100V電源付） (注3) (注4) (注5) (注6)

MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ（MP3/WMA再生機能､MDLP機能、サウンドフォーカス､CDオート
チェンジャー対応機能、デジタル時計〔ON/OFF切替タイプ〕組込み､FMダイバーシティ) (注7) (注8) (注9)

カーウイングスナビゲーション（DVD方式）&ツインモニターシステム（前席7インチワイド液晶モニター/後席
9インチワイド液晶モニター､TV､DVDオーディオ&ビデオプレーヤー､ハンズフリーフォン､VICS〔FM多重〕､
ボイスコマンド、Bluetooth®､車両情報表示機能､ビデオ端子､100V電源付） (注3) (注4) (注6) (注10)

MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ（MP3/WMA再生機能､MDLP機能、サウンドフォーカス､CDオート
チェンジャー対応機能、デジタル時計〔ON/OFF切替タイプ〕組込み､FMダイバーシティ) (注7) (注8) (注9)

オーディオレス★ (注3) (注6) (注11)
専用HDDナビゲーションシステム（7インチワイド液晶モニター､TV､タッチパネル､VICS〔FM多重〕､30GB HDD､
iPod®コントロール機能＊2､MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ、200W） (注3) (注6) (注7)
専用スピーカー（フロントドア部×2・リヤドア部×2）

専用サウンドシステム（2DINタイプ：MD･CD一体AM/FM電子チューナーラジオ､ iPod®

コントロール機能＊2､MP3/WMA再生機能､200W） (注3) (注6) (注7) (注9)
専用スピーカー（フロントドア部×2・リヤドア部×2）

■内装／シート
専用本革シート
専用木目調加飾付セカンドマルチセンターシート（前倒れ､テーブル&カップホルダー１個）
専用フロアカーペット
専用ステップカーペット
■外装／タイヤ・ホイール
専用フロントグリル
専用フロントバンパー
専用モールディング（フロント・リヤ）
専用ネーミングエンブレム
専用16インチアルミホイール（16×6JJ）オフセット：45､P.C.D：114.3（5穴）
専用195/60R16 89Hタイヤ（ブリヂストン製 Playz）

スライドドア
らくらくパック：リモコンオートスライドドア(助手席側､
挟み込み防止機構付)&オートクロージャー(両側)

ツインサンルーフ
■安全／メカニズム
専用サスペンション
■寒冷地仕様

ヒーター付ドアミラー、大型バッテリー、スチール製リヤワイパー (注13)

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質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、販売会社等からご返答させていただくことが適切と判断した内容

は必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合

もございますので、あらかじめご了承ください。なお、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、右記「オーテックジャパンホームページ」に掲載しております。 

お問い合わせはお近くの販売会社、または下記フリーコール（携帯・PHSも対応）へどうぞ。 

＞＞受付時間 9：0 0～1 8：0 0〔月～金（祝日を除く）〕 
0120-116-527お客さま 

相談室 
www.autech. jp/
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■インストルメントパネル 

■ 運転席オートステップ&アシストグリップ（セットでの装着となります） 

特別感を演出するフロントとリヤに配した専用モールディングと、センターコンソールパネル上の 

専用インストモール。独自の専用装備で、快適性を高めた、アクシス。 

OPTION 〈オーテック扱いオプション〉 

高級・上質、それがアクシス。 

アクシス 2WD　2,719,500円（消費税抜き価格 2,590,000円） 

アクシス 4WD　3,003,000円（消費税抜き価格 2,860,000円） 

● 価格にはスペアタイヤ、標準工具が含まれます。  
● ホワイトパール（3P）〈＃QX1・特別塗装色〉は31,500円（消費税込み）高となります。 
● 寒冷地仕様は2WD：28,350円、4WD：7,350円（消費税込み）高となります。
● 保険料、税金、登録に伴う費用等は別途申し受けます。  
● 価格はメーカー希望小売価格です。価格は販売会社が独自に決めておりますので、それぞれの販売会社にお問い合わせください。 
＊リサイクル料金14,600円が別途必要となります。 ● 持込み登録のためグリーン税制は適用されません。 

アクシス独自の品質感と、特徴を持つディープブラウンの本革シート、深い木目を表現した 
専用フィニッシャーでインテリアをトータルデザインしました。 

INTERIOR

気品を持ったフロントグリルとフロントバンパーのデザインが、アクシス独特の上質な 
フロントマスクを実現。さらにフロントとリヤに配されたモールディングが高級感を引き立てます。 

EXTERIOR

高級・上質感あふれる乗り心地のため、サスペンションのチューニングからタイヤの選定に 
至るまで、トータルな変更をアクシス専用に施しました。 

MECHANISM

 ＊1 別売のiPod  とiPod  アダプターが必要となります。　 ＊2 アクシス標準の6スピーカーのうち、4スピーカー（フロントドア部、リヤドア部）が専用となります。 

■ 専用HDDナビゲーションシステム 

　 （7インチワイド液晶モニター、TV、タッチパネル、VICS〔FM多重〕、 
 　30GB HDD、 iPod  コントロール機能＊1、MD・CD一体 
　 AM/FM電子チューナーラジオ、200W） 
    ＋専用スピーカー（フロントドア部、リヤドア部）＊2 

 

R

R R

■ 専用サウンドシステム 

　 （2DINタイプ：MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ、 
 　iPod  コントロール機能＊1、MP3/WMA再生機能付、200W） 
　 ＋専用スピーカー（フロントドア部、リヤドア部）＊2  

R

■ 専用スピーカー 

R

Photo（左上）（上）：アクシス（2WD）。ボディカラーはホワイトパール（3P）〈＃QX1・特別塗装色〉。内装色はブラック〈G〉。 
バイキセノンヘッドランプ、オゾンセーフフルオートデュアルエアコン＋プラズマクラスターイオン  エアコンはメーカーオプション。 

専用HDDナビゲーションシステム＋専用スピーカーはオーテック扱いオプション。 

■エンジン主要諸元　■変速比・最終減速比
●ベース車（2WD車、4WD車ともに「20S」）と同仕様です。P47の「■エンジン主要諸元」「■変速比・最終減速比」をご覧ください。
●「ライダー」「ライダーS」「アクシス」は持込み登録でオーテック扱いとなります。

車種
諸元

ライダー ライダーS アクシス
2WD 4WD 2WD 4WD 2WD 4WD

MR20DE

※運転席オートステップ&アシストグリップ装着車

●ベース車 車名型式
●運転タイプ
エクストロニックCVT〈無段変速機〉

●車種記号

●寸法
全長 mm
全幅 mm
全高 mm
室内寸法 長 mm
〃 幅 mm
〃 高 mm

ホイールベース mm
トレッド前/後 mm
最低地上高 mm
●重量・定員
車両重量 kg
乗車定員 名
車両総重量 kg
●性能
最小回転半径 ｍ
●諸装置
駆動方式
ステアリングギヤ形式

サスペンション 前/後

主ブレーキ　前/後
タイヤ　前・後

■セレナ「ライダー」「ライダーS」「アクシス」主要諸元

車種グレード別装備
ライダー ライダーS アクシス

2WD 4WD 2WD 4WD 2WD 4WD

◆ ◆ ◆ ◆

152,250円 152,250円 152,250円 152,250円

303,450円 303,450円 303,450円 303,450円 303,450円 303,450円

466,200円 466,200円 466,200円 466,200円 466,200円 466,200円

36,750円 15,750円 36,750円 15,750円 36,750円 15,750円

28,350円 7,350円 28,350円 7,350円 28,350円 7,350円

44,100円 44,100円 44,100円

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◆

◆

◆

◆ ◆

◆ ◆

◆ ◆

◆1

◆2

◆3

◆4

◆5

◆6

カーウイングスナビゲーションシステム（DVD方式）（7インチワイド液晶モニター、TV、ハンズフリーフォン、
VICS〔FM多重〕、ボイスコマンド、Bluetooth® 、車両情報表示機能、ビデオ端子、100V電源付）
MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ（MP3/WMA再生機能､MDLP機能、サウンドフォーカス､
CDオートチェンジャー対応機能、デジタル時計〔ON/OFF切替タイプ〕組込み､FMダイバーシティ)
バックビューモニター（カラー、車幅/距離/予想進路線表示機能付）
サイドブラインドモニター（カラー、赤外線LED、左側車幅/前端表示機能付）
ステアリングスイッチ（オーディオ、ハンズフリーフォン）

カーウイングスナビゲーション（DVD方式）&ツインモニターシステム（前席7インチワイド液晶モニター/後席9インチワイド液晶モニター、TV、DVD
オーディオ&ビデオプレーヤー、ハンズフリーフォン、VICS〔FM多重〕、ボイスコマンド、Bluetooth®、車両情報表示機能、ビデオ端子、100V電源付）
MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ（MP3/WMA再生機能､MDLP機能、サウンドフォーカス､
CDオートチェンジャー対応機能、デジタル時計〔ON/OFF切替タイプ〕組込み､FMダイバーシティ)
バックビューモニター（カラー、車幅/距離/予想進路線表示機能付）
サイドブラインドモニター（カラー、赤外線LED、左側車幅/前端表示機能付）
ステアリングスイッチ（オーディオ、ハンズフリーフォン）

らくらくパック：リモコンオートスライドドア（助手席側、挟み込み防止機構付）&オートクロージャー（両側）
インテリジェントキー（運転席・助手席、バックドア感知、作動確認機能付）（フォブタイプ2個）
エンジンイモビライザー（国土交通省認可品）

プラズマクラスターイオン®エアコン（除菌機能付）
オゾンセーフフルオートデュアルエアコン

寒冷地仕様（ヒーター付ドアミラー、大型バッテリー、スチール製リヤワイパー）
オゾンセーフフルオートデュアルエアコン

寒冷地仕様（ヒーター付ドアミラー、大型バッテリー、スチール製リヤワイパー）
オゾンセーフフルオートデュアルエアコン
プラズマクラスターイオン®エアコン（除菌機能付）

メーカー希望小売価格（消費税込み）

メーカー希望小売価格（消費税込み）

メーカー希望小売価格（消費税込み）

メーカー希望小売価格（消費税込み）

メーカー希望小売価格（消費税込み）

メーカー希望小売価格（消費税込み）

■セレナ「ライダー」「ライダーS」主要装備一覧

★日産オリジナルナビゲーション（ディーラーオプション）もご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。◆1～◆6はそれぞれセットでメーカーオプシ
ョンとなります。詳しくは下欄の「セットオプション適用一覧」をご覧ください。●｢メーカーオプション」「オーテック扱いオプション」の価格はメーカー希望小売価格です。価格は販売会社が
独自に決めておりますので、それぞれの販売会社にお問い合わせください。●｢メーカーオプション」「オーテック扱いオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーまたはオーテック
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。＊1 不可視光線です。＊2 ライダーは別売のiPodが、アクシスは別売のiPodとiPodアダプターがそれぞれ必要となりま
す。(注1)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なります。(注2)｢オゾンセーフフルオートデュアルエアコン｣を選択した場合､リヤの空調調整はプッシ
ュ式となります｡(注3)「CD一体AM/FM電子チューナーラジオ（標準装備）」、「カーウイングスナビゲーションシステム(DVD方式)」、「カーウイングスナビゲーション(DVD方式)&ツインモ
ニターシステム」、「オーディオレス」、「専用HDDナビゲーションシステム」、「専用サウンドシステム」の同時装着はできません。(注4)メーカーオプションのカーウイングスナビゲーションシ
ステム(DVD方式)を装着し､カーウイングス無料サービスにお申し込みいただくと、会員登録センターより通信ケーブル1本のみ無償でお届けします。ハンズフリーフォンのみご利用いた
だく場合の通信ケーブル(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、携帯電話の通信方法によって仕様が異なります。ワイヤレス接続のBluetooth®ハンズフリー機能は、
Bluetooth®対応の携帯電話のみご利用いただけます。携帯電話によっては一部利用できない機種がありますので、詳しくはカーウイングスホームページ（www.nissan-carwings.com）
の「適合携帯電話一覧」でご確認いただくか、カーライフアドバイザーにお問い合わせください。(注5)DVDビデオ/オーディオは再生できません。(注6)｢ナビゲーションシステム｣、｢オー
ディオレス｣、｢専用HDDナビゲーションシステム｣、「専用サウンドシステム｣を選択した場合､インストアッパーボックス､インストセンターボックスは装着されません。(注7)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。(注8)CDオートチェンジャー対応機能はディーラーオプションのCDオートチェンジャーを装着した場合に作動します｡(注9)WMAはバー
ジョンによっては再生できない場合があります。(注10)DVDビデオ/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によっては再生できない場合があります。また、DVD-
R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW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-RAMは再生できません｡(注11)オーディオレスの場合、デジタル時計
は装備されません｡6スピーカー､ハーネス､アンテナは装備されます｡（注12）2WDのみローダウンとなります。(注13)標準装備のリヤ間けつ式ワイパーと形状が異なります。
●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搭載しています。プラズマクラスター、プラズマクラスターイオンおよびPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。
●BluetoothおよびBluetoothロゴは、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●カーウイングス/CARWINGSは日産自動車株式会社の登録商標です。
●ｉPodは米国および他の国々で登録されたApple Computer, Inc.の登録商標です。※ALCANTARA®は東レ株式会社のスエード調人工皮革です。

表内の緑文字は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。

ニッサンDBA-C25 ニッサンDBA-NC25 ニッサンDBA-C25 ニッサンDBA-NC25 ニッサンDBA-C25 ニッサンDBA-NC25

● ● ● ● ● ●
EDRARBVC25 EDRNRBVC25 EDRARBVC25 EDRNRBVC25 EDRARBVC25 EDRNRBVC25

EDATDMAZ EDATDMAZ EDATDRAZ EDATDRAZ EDAPEAAZ EDAPEAAZ

4690
1695

1840 1850 1820 1850 1840 1850
2825
1470

1355［1350（後席モニター付）・1325（ツインサンルーフ付・2WDのみ）］
2860

1480/1485 1485/1480 1480/1485 1485/1480 1480/1485 1485/1480
160 135 140 135 160（150※） 135

1630 1710 1630 1710 1640 1720
8

2070 2150 2070 2150 2080 2160

5.7

前輪駆動 4輪駆動 前輪駆動 4輪駆動 前輪駆動 4輪駆動
ラック&ピニオン式

独立懸架ストラット式 独立懸架ストラット式/トレー 独立懸架ストラット式 独立懸架ストラット式/トレ－ 独立懸架ストラット式 独立懸架ストラット式/トレ－
/トーションビーム式 リングア－ム式マルチリンク /トーションビーム式 リングア－ム式マルチリンク /トーションビーム式 リングア－ム式マルチリンク

ベンチレーテッドディスク式/ディスク式
195/60R16 89H

■セレナ「ライダー」「ライダーＳ」「アクシス」セットオプション適用一覧 標準装備 セットオプション（ご注文時に申し受けます） メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）◆

標準装備 メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

ライダー・ライダーS特別装備 オーテック扱いオプション（ご注文時に申し受けます） ■セレナ「アクシス」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）

アクシス特別装備 オーテック扱いオプション（ご注文時に申し受けます）

◆4◆6

◆1◆2 ◆1◆2

◆1◆2 ◆1◆2

コルク調シャンパンゴールド色 石目調ブラックメタル色

◆1◆2 ◆1◆2

◆3 ◆3

◆3 ◆3

◆4◆5◆6

◆4◆6

4WD

4WD

◆4◆5◆6 4WD

4WD

◆1 ◆1

◆2 ◆2

ベージュ（アルカンターラ※） ブラック（3Dニット）

■視界
バイキセノンヘッドランプ（ハイ/ロービーム、オートレベライザー付）
バックビューモニター（カラー、車幅/距離/予想進路線表示機能付）
サイドブラインドモニター
（カラー、赤外線LED＊1、左側車幅/前端表示機能付）
専用フロントフォグランプ
■運転席まわり
専用本革巻3本スポークステアリング
専用フィニッシャー（ステアリングスイッチ部、パワーウインドウスイッチ部）
専用ステンレス製キッキングプレート
ステアリングスイッチ（オーディオ、ハンズフリーフォン）
インテリジェントキー（運転席・助手席、バックドア感知、作動確認機能付）
（フォブタイプ2個） （注1）
エンジンイモビライザー（国土交通省認可品）
専用センタークラスター（ブラック）
■空調
オゾンセーフフルオートデュアルエアコン （注2）

プラズマクラスターイオン®エアコン（除菌機能付）

■オーディオ／ナビゲーションシステム
6スピーカー
カーウイングスナビゲーションシステム（DVD方式）（7インチワイド液晶モニター、
TV、ハンズフリーフォン、VICS〔FM多重〕、ボイスコマンド、Bluetooth®、車両情報
表示機能、ビデオ端子、100V電源付） （注3）（注4）（注5）（注6）

MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ（MP3/WMA再生機能､MDLP機能、サウンドフォーカス､CDオート
チェンジャー対応機能、デジタル時計〔ON/OFF切替タイプ〕組込み､FMダイバーシティ) (注7) (注8) (注9)

カーウイングスナビゲーション（DVD方式）&ツインモニターシステム（前席7インチ
ワイド液晶モニター/後席9インチワイド液晶モニター、TV、DVDオーディオ&ビデオ
プレーヤー、ハンズフリーフォン、VICS〔FM多重〕、ボイスコマンド、Bluetooth®、
車両情報表示機能、ビデオ端子、100V電源付） （注3）（注4）（注6）（注10）

MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ（MP3/WMA再生機能､MDLP機能、サウンドフォーカス､CDオート
チェンジャー対応機能、デジタル時計〔ON/OFF切替タイプ〕組込み､FMダイバーシティ) (注7) (注8) (注9)

オーディオレス★ （注3）（注6）（注11）
専用HDDナビゲーションシステム（7インチワイド液晶モニター、TV、
タッチパネル、VICS〔FM多重〕、30GB HDD、iPod®コントロール機能＊2、
MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ、200W） （注3）（注6）（注7）

iPod®アダプター
専用スピーカー（フロントドア部×2・リヤドア部×2）

専用サウンドシステム
（2DINタイプ：MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ、iPod®コントロール
機能＊2、MP3/WMA再生機能、200W） （注3）（注6）（注7）（注9）

iPod®アダプター
専用スピーカー（フロントドア部×2・リヤドア部×2）

■内装／シート
専用シート
専用ドアトリム
■外装／タイヤ・ホイール
専用フロントグリル&バンパーグリル
専用フロントバンパー
サイドシルプロテクター
専用リヤバンパー
専用リヤコンビランプ（クリアタイプ）
専用ネーミングエンブレム
専用スポーツマフラー〈ＨＫＳ製〉
専用16インチ光輝アルミホイール（16×6JJ）、
オフセット：45、P.C.D：114.3（5穴）
専用195/60R16 89Hタイヤ（TOYO TRANPATH MP3）

スライドドア
らくらくパック：リモコンオートスライドドア（助手席側、
挟み込み防止機構付）&オートクロージャー（両側）

ツインサンルーフ
■安全／メカニズム
専用スポーティサスペンション （注12）
専用ハイマウントストップランプ（クリアタイプ）＋ハイマウントストップランプフィニッシャー（車体色）
■寒冷地仕様

ヒーター付ドアミラー、大型バッテリー、スチール製リヤワイパー （注13）

◆3 ◆3

2WDのみ 2WDのみ

◆5◆6 ◆5◆64WD 4WD

2WD車：◆4◆6
4WD車：15,750円

63,000円
◆1◆2

◆1◆2

◆1◆2

◆3

◆3

◆4◆5◆6

◆1

◆2

-8,400円

304,500円

78,750円

◆3

126,000円

2WD車：◆5◆6
4WD車：7,350円

メッキ スモーク

車種グレード別装備
ライダー ライダーS

2WD/4WD 2WD/4WD
メーカーオプション
希望小売価格
（消費税込み）

「ライダー」「ライダーS」はベースとなる車種（2WD車・4WD車：20S）に対し、下記の仕様装備となっております。なおベースとなる車種の仕様装備はP44-45の
「セレナ主要装備一覧」をご覧ください。「ライダー」「ライダーS」は表記以外のメーカーオプションは設定がございませんのでご了承ください。

「アクシス」はベースとなる車種（2WD車・4WD車：20S）に対し、下記の仕様装備となっております。なおベースとなる車種の仕様装備はP44-45の
「セレナ主要装備一覧」をご覧ください。「アクシス」は表記以外のメーカーオプションは設定がございませんのでご了承ください。

◆1◆2 ◆1◆2
◆1◆2 ◆1◆2

◆1◆2 ◆1◆2

126,000円

◆5◆6 2WD車：◆5◆6
4WD車：7,350円

◆4◆5◆6

◆4◆6 2WD車：◆4◆6
4WD車：15,750円

◆1 ◆1

◆2 ◆2

294,000円

68,250円

◆1

◆2

-8,400円

136,500円

◆1◆2
63,000円

◆1◆2

◆1◆2

2WD車：◆4◆5◆6

車種グレード別装備
アクシス

2WD 4WD
メーカーオプション
希望小売価格
（消費税込み）

■視界
バイキセノンヘッドランプ（ハイ/ロービーム､オートレベライザー付）
バックビューモニター（カラー､車幅/距離/予想進路表示機能付）
サイドブラインドモニター（カラー､赤外線LED＊1、左側車幅/前端表示機能付）
フロントフォグランプ
■運転席まわり
専用本革巻3本スポークステアリング（専用木目調加飾付）
専用木目調フィニッシャー(センタークラスター部､メーター横部､パワーウインドウスイッチフィニッシャー部）
専用インストモール
ステアリングスイッチ（オーディオ､ハンズフリーフォン）
インテリジェントキー（運転席・助手席、バックドア感知、作動確認機能付）（フォブタイプ2個）（注1）
エンジンイモビライザー（国土交通省認可品）
運転席オートステップ&アシストグリップ
■空調
オゾンセーフフルオートデュアルエアコン (注2)

プラズマクラスターイオン®エアコン（除菌機能付）

■オーディオ／ナビゲーションシステム
6スピーカー
カーウイングスナビゲーションシステム（DVD方式）（7インチワイド液晶モニター､TV､ハンズフリーフォン､ VICS
〔FM多重〕､ボイスコマンド、Bluetooth®､車両情報表示機能､ビデオ端子､100V電源付） (注3) (注4) (注5) (注6)

MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ（MP3/WMA再生機能､MDLP機能、サウンドフォーカス､CDオート
チェンジャー対応機能、デジタル時計〔ON/OFF切替タイプ〕組込み､FMダイバーシティ) (注7) (注8) (注9)

カーウイングスナビゲーション（DVD方式）&ツインモニターシステム（前席7インチワイド液晶モニター/後席
9インチワイド液晶モニター､TV､DVDオーディオ&ビデオプレーヤー､ハンズフリーフォン､VICS〔FM多重〕､
ボイスコマンド、Bluetooth®､車両情報表示機能､ビデオ端子､100V電源付） (注3) (注4) (注6) (注10)

MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ（MP3/WMA再生機能､MDLP機能、サウンドフォーカス､CDオート
チェンジャー対応機能、デジタル時計〔ON/OFF切替タイプ〕組込み､FMダイバーシティ) (注7) (注8) (注9)

オーディオレス★ (注3) (注6) (注11)
専用HDDナビゲーションシステム（7インチワイド液晶モニター､TV､タッチパネル､VICS〔FM多重〕､30GB HDD､
iPod®コントロール機能＊2､MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ、200W） (注3) (注6) (注7)
専用スピーカー（フロントドア部×2・リヤドア部×2）

専用サウンドシステム（2DINタイプ：MD･CD一体AM/FM電子チューナーラジオ､ iPod®

コントロール機能＊2､MP3/WMA再生機能､200W） (注3) (注6) (注7) (注9)
専用スピーカー（フロントドア部×2・リヤドア部×2）

■内装／シート
専用本革シート
専用木目調加飾付セカンドマルチセンターシート（前倒れ､テーブル&カップホルダー１個）
専用フロアカーペット
専用ステップカーペット
■外装／タイヤ・ホイール
専用フロントグリル
専用フロントバンパー
専用モールディング（フロント・リヤ）
専用ネーミングエンブレム
専用16インチアルミホイール（16×6JJ）オフセット：45､P.C.D：114.3（5穴）
専用195/60R16 89Hタイヤ（ブリヂストン製 Playz）

スライドドア
らくらくパック：リモコンオートスライドドア(助手席側､
挟み込み防止機構付)&オートクロージャー(両側)

ツインサンルーフ
■安全／メカニズム
専用サスペンション
■寒冷地仕様

ヒーター付ドアミラー、大型バッテリー、スチール製リヤワイパー (注13)

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質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、販売会社等からご返答させていただくことが適切と判断した内容

は必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合

もございますので、あらかじめご了承ください。なお、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、右記「オーテックジャパンホームページ」に掲載しております。 

お問い合わせはお近くの販売会社、または下記フリーコール（携帯・PHSも対応）へどうぞ。 

＞＞受付時間 9：0 0～1 8：0 0〔月～金（祝日を除く）〕 
0120-116-527お客さま 

相談室 
www.autech. jp/
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