




■〈キタキツネ〉主要装備一覧表 ［＝コ標準装備［＝コメーカーオブション

　　　　　　　（こr注文時に申し受けます）

キタキツネ

i2WD／4WD）

キタキツネ
痰�qばっく

@4WD
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寧種

部�E仕様

専用グリルガ」ド

付　　　　無　　　　付　　　　無
旨．●視轟　　　　　　　　、．．一．．．一．　．．．　，．．一一．．二．　　　　　　　　　　．－　　　　　　　　’1

ブロンズガラス

熱反射ハーフミラーガラス

フォグランプ（ヘッドランプ組込み）＆コーナリングランプ （注D （注1）

間けつワイパー
@　　圃

タイマー付熱線リヤテウォッガー（15分タイマー）

リヤワイパー 　　　　一．

電勤リモコンドアミラー

リヤアンダーミラー

強遭転席韻り：　　．．　　　一．　　　一．　　　，．．，、　　　　　　　　　　　　　　　　　　，．山

パワーステアリング

タコメーター

AM／FM電子チューナーラジオー体型カセットデッキ十4スピーカー

集中ドアロック（助手席、スライドドア、バックドア）

ワンタッチ式パワーウインドウ ．一フロント フ自ント フロント フ．qント

オーバーヘッドコンソール
iルームランプ、スポットランプ、パノ．ラマルーフスイッチ）

（注2） （注2） （注2） ．（注2）

助手席バニティミラー

◎シr｝関係　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　．，』．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な

セパレートシート
フ
ロ
ン
ト

助手席シートバックポケット

ヒーター付シート

捕助席付ペンチシートセ
カ
ン
ド

回転対座

シートスライド

ヘッドレスト クロス クロス クqズ クロス

専用シート地（はっ水処理） ジヤージ ¥ヤーン ジャージ 塔п[ソ
1．●内装　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．渇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

オゾンセーフデュアルフルオートエアコン（後席リモコン付）

電動カーテン（リニアモーター式） （注3） （注3） （注3） （注3）

スライドドアオートクロージャー （注3） （注3） （注3） （注3）

センターコンソール リッド付 リツ附 リッド付 リッ附．．

はっ水処理トリム＆フロアトリム

鱒外鹸＆タイヤ海繍壽鵡　”．一　　　盛」’磁．’’じL．．．㌧’． @　　・”』昆1．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．iL．．．
オ毎．』、「

専用グリルガード （注4） ．・（注4）．

「　L．

専用ストライプ＆ネーミングステッカー
一．．．．．．．．

雪ん子ぱっく専用ストライプ＆ネーミングステッカー

パノラマルーフ （注2）． （注2） （注2） （注2）

カラードバンパー

ルーフスポイラー（ハイマウントストップラ．ンブ組込み） ．
「

アルミロードホイール　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注5） （注6） （注6）

205／65Rl491sラジアルタイヤ（2WDのみ） （注6） （注6）

195／70RI491Sラジアルタイヤ（4WDはオールシーズン）
」．一．4．．

一．． v馳．一

195／70Rl49σSスタッドレスラジアルタイヤ

翻力量ズム　　　　　　　　　　　　．．．【　、．．．一．．．、．．．．．　　　　　　　　　　　　　τ　　　　　しT

マルチリンク式リヤサスペンション

ビスカスLSD〈リミテッド・スリップ・デブ〉

寒冷地仕様　ヒータードアミラー （注7） （注7）
．1

（注D専用グリルガード装着車にはフォグランプ（ヘッドランプ組込み）は装着されません。（注2）セットでメーカーオプション。

（注3）セットでメーカーオプション。（注4）オーバーライダー組込み専用ステンレス製フロントグリルガード・アルミ製フロントアン

ダーガード・専用フォグランプ（CIBIE製・オスカープラス）がセットで装着されます。（注5）2WD用と．4WD．用はオフセットが異なりま

す。（注5）2WDはアルミロードホイールと205／65RI491Sラジアルタイヤがセットでメーカーオプションとなります。．（注7）4WD・フ

ルレンジ電子制御4速オートマチックには設定がございません。

憲SRSエアバッグシステム（運転席）、ABS〈アンチロックブレーキシステム〉（キタキツネ2WDテヤーゼル車5速フロアシフトには

設定がございません）、コーナー＆バソクソナー（キタキツネ専用グリルガー．ド無し車のみに設定）は、メーカーオプションでお選

びいただけますが、納期に時間がかかります。

●4WD車には「ホイールオープニングフィニッシャーJが装着されています。

〔その他の全車標準装備）●異形八ロゲンヘッドランプ●防眩式ルームミラー●チルト

ステアリング●燃料残量警告灯●運転席シートベルト非着用時警告灯●カップホルダ
ー●コインポケット●全席フルリクライニング●サードシートマルチアップ●フルフラッ

トシート●運転席テンションリデュースシートベルト●前席上下調整式ショルダーアン

カー●全席3点式シートベルト（後席中央は2点式）●前輪ベンチレーテッドディスクブ

レーキ●サイドドアビーム

※その他の標準装備はFXグレードと同一です。

■〈キタキツネ〉主要諸元
（）内は専用グリルガード無し車

キタキツネ
キタキツネ

痰�qぱっく

　　　　　　　　　　　　　車種

伯ｳ

2WD フルオート・フルタイム4WD フルオート・フルタイム4WD

ガソリン2000
iSR20DE＞

男イーゼルターボ
Q00b〈CD20丁〉

ガソリン2000
モrRZODE＞

デイーゼルターボ
Q000＜CD20T＞

ガソリン2000
qSR20DE＞

デイーゼルターボ
Q00D〈CD20丁〉

●車名型式 ニッサンE－KBC23 ニッサンY－KVC23 ニッサンE－KBNC23 ニッサンY－KVNC23 ニッサンE－KBNC23 ニッサン蹄V閥C23

．●遣転タイプ［単租紀号】．、．　一．．．、　　　　．闇．：．　　　　　　．＿一，＿．も．．．．、＝．　　一一．　．．

フルレンジ電子制御

S速オートマチック＜E－AT＞

ABYARGAC23

dD8P4A（B）AZ

AVCARGAC23

嘯cBP4A⑧AZ

ABYNRGAC23

dD8P4A（B＞AZ

．AVCNRGAC23

sD8P4A（B）AZ

ABYNRGAC23

dZ8P4D（E）AZ

AVCNRGAC23

sZ8P4D（E）AZ

5速フロアシフト
ABYARGFC23

dD8P4A（B）AZ

AVCARGFC23

sD8P4（B）AZ

ABYNRGFC23

dD8P4A（B＞AZ

AVCNRGFC23

嘯c8P4A（B）AZ 一 一

一等髄拓醍瓢ぞ‘レ踊． 麗三醐；粛㌧誌；・済1鷺漸魂壕じ清＝三鵡二誓睾駆『侶3．．詮・．釜潭轟賑！型二f；廓義ラ璽

全長　　　　　　　　　　　　凋m 4475〔4355）

全幅　　　　　　　　　　　mm 1695

全高　　　　　　　　　　　悶m 1870　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1915

室内寸法　長　　　　　　　　m酊 ．2820

〃　　幅　　　　　　　mm 1420

〃　　高　　　　　　　　m而 1235

ホイールベース　　　　　　　mm 2735

トレッド　前／後　　　　　　　伺而 1450／1450　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1460／1465

髪○蟹露熊員．」『玉歪羅1遊：’：1≡て謡．．二r∵∫＝．．二∵．．鈎三：i：∫1＝∵胃巳ゴ：7rl「三三着憂三蚕37i：1乞き：1．・7．嘱⊃：。L．，∵雲三．ご．．」鼠．二「

車両震量　　　　　　　　　kg
1440〔1470〕

i1420〔1450〕）

1520〔1540〕

i1500〔1520〕〉

1570〔1600〕

i1550〔1580〕）．

1640〔1660〕

i1620〔1640〕）

〔1610〕

i〔1590〕）

〔1670〕

i〔［650〕）

乗車定員　　　　　　　　　名 8

車両総■量　　　　　　　　kg
i880〔1910〕

i1860〔1890〕）

1960〔1980〕

i1940〔1960〕〉

2010〔2040〕

i1990〔2020〕）

2080〔2100〕

k2060〔2G80〕）

〔2050〕

i〔2030〕）

〔2110〕

i〔2090〕）

！1●贈“農：『．『’「1．　　　1』’．、1．　　　’．
@．．． ．噛』‘． I．．　　　　．1『’．．．． 曾

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

最終減速比 4．363　　　　　　　　　　4．635〔4．900〕　　　　4．636　　　　　　〔4．900〕　　　　　〔4，636〕

懸架方式　前 独立懸架ストラット式

〃　　後 マルチリンク式

駆動方式 2WD［後輪駆動］　　　　　　　　　　4WD［4輪駆動］

主ブレーキ　前／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 195／70Rl4　91s　　　　　I95／70RI4　91sオールシーズン　　195／70R．14　90sスタッドレス

●〔　〕内の数値はオートマチッ．クのものです。●ABS装着車の車両童量は10kg増加します。●パノラマルーフ装着車の車両

■量は30kg増加し、室内高はi210飢mとなります。

●車種記号キタキツネ16桁目の（B）とキタキツネ雪ん子ぱっく16桁目の〔E）は専用グリルガード無し章の記号です。

専用グリルガード付車は持込み登録となります。

専用グリルガード無し車は指定登録となります。

楽くキタキツネ＞4WDオートマチック車の寒冷地仕様は、雪ん子ぱっくとなります。

■〈キタキツネ〉おすすめ車種一覧

下記のおすすめ車種は豊富なラインアップの中から選りすぐった自信をもっておすすめできるくキタキツネ〉です。

鵜偶r．．・剛躍：’一唱「「’㌃D　　　仕　　様
　　　．．「．

Gンジン

「’．

~ツシ3ン
納．

駆動 寧楓記号
族

．伽ン　2

窯冷勉怯様
パノラマ

拠P7

　　汁
Dオ→財

アルミ

zイール．

A8YARGAC23ED8P4A4Z 3N9 ● ● ．●

3N9 ●．

ABYARGAC23εD8P4AAZ 2R2 ●
2WD SR20DE E一AT

3N9 ●
ABYARGAC23ED8P4A配

2R2 ●
キタキツネ 列ルカ←附

ABYARGAC23ED8P4APZ 3N9 ● ●

SR20DE E一AT ABYHRGAC23ED8P4AAZ 3N9 ■

3N9 ●
4WD

CD20T E“AT
AVC駅GAC23TD8P4AAZ 2R2 ●

AVCNRGAC23TD8P4APZ 3N9 ● ●

キタキツネ

痰��?く
グリルが一附 4WD CD20丁 ．E－A下 Ayc柵GAC23TZ8P4DゐZ 3四9 標準

3N9 ●
SR20DE E－AT 旭YA鴎AC2きED8P4B鰹

2R2 ●

キタキツネ 列ル炉際
2WD

AVC八RGAC23TD8P4BAZ 2R2 ●
CD20T E－AT

AVCARCAC23m8P48εZ 2R2． ●

4WD CD20T E－AT ．AVCNR¢A㈱TD8P4B寵 3N9 ●

■ボデイカラー

』
1

内装色はすべてグレー（K）

「呂臨
●フォレストグリーンP／ガングレーGP（＃3N9）
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■「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。

●ブラックPM／ガングレーGP（＃2R2）〈キタキツネ専用色〉

冨コ

’昌

F

且

●ダークブルーGP／ガングレーGP（＃4N1）

　　Pはパール、PMはパールメタリック、GPはグラファイトパールの略です。

，

LIFE　TOGETHER
ム
圃
）

▲

人間のやさしさをクルマに。

夢：か拳…チ盛動ん7

　　　」4崩ノ》

お問い合わせ・ご相談は

下記へお願い致します。

株式会社オーテックジャパン

電話　（0467）87－8001
●この力タログの内容は19％年U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。

●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。
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