
痒‘

蟹

ド　　」一二㌦’

、r．1言

缶醍ξ島・

　　三
　iて’
　　1耐『

ぞ。　一・i

乙

遮

．
q
　
且
一
，

－
「
｛
厚

旦
］
ヂ

強

記ド「

tUF71

マ
　
　

耳
、
に

　
－
下
」

【

　
で

　
副

　　　　　　　　　　櫛、

　　　　　　　　　　　　　　　　　，」　」

　　　　　　　　　　　　　　ガ1、．

　　　　　　　　　　　　　輩劉．

　　　　　・難ぜ1饗・華・一　．〔…
繧’

@莞一　　　．1㌔‘

－噺一

・’F D・1 S、㌃

・’鮨‘

〆．

〔ザー　　　　・「司

．」ノ炉7－

．一
ｺヂ　 ．　　．引．

、謹
顎

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　姦∵騨㌣『r陀』・

痴ぐ
　　　　　　’〆．、　　　　　　　　　’二」

　聴置ゴ

　　　　　　　＝㌧

　　　　翫

・》．

霧1二

闘

ζ
－

夢＝一・一

，
軋

．
，
黄

1L「ll」1

{
　　』i計II．　11’廼

盛1ゼ
　　　寧セ

　　「「r、　L

、議

3「u．煽．

／

1．：触『『‘「》

幽

煙． 【
一　． 吻

撫、，．

」

1　　橘
　ロ

v．．

」敵’

隻’

撫』・

γ

7

’
．1

与

戸

　　訳F’
’同惣漆【．≒‘「

繍「
猷

・
∫
．

い
・毎1

　ξ
　享

．鶴，｝一

響

隅，’1！1：胴町1一・1。11’さ踏．

　．げ

，，，．．，

ﾗμ露’1ド1．

’▼v

ノゴ拍

　　　，㌧り・
罵，

　fも’

榔

翠壷

　　「1　｝
哩ノ　「1







■ステージアAXIS主要装備一覧
　　　　　［＝コAXIS特別装備　□標準装備

Eメーカーオプション（こ注文時に申し受けます）

アクシス

2WD 4WD
全車標準装備

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　車種

Oレード別装備

VQ30
cD

VQ25
cD

VQ25
cET

VQ25
cD

■挽界

キセノンヘッドランプ（ロービーム・ヘッドランフレベ．ライザー付）

オートライトシステム

UVカット断熱グリーンガラス〈フロントドア〉

◎フロント等速感知式閥けつワイフで一

@．（ウエットアーム付ストレートタイプ）

bリや聞けつ式ワイパー
D●熱線リヤウインドウ（タイマー付）

P●フロントトップシェード

恣d貼楮納式リモコンカラードドアミラー

尠h眩式ルームミラー

プライバシーガラス（UVカット断熱機能付）

qリヤドア・リヤサイド・バックドア〉

フロントフォグランプ．（八イビームー体式）

リヤフォグランフ ◆ ◆ ◆ ◆

■シート／内装

專用率革・サブ条ザゴンヒシ÷ト｛適購レタr蝕シr：ト｝．

運転席パワーシート

iスライド、リクライニング、リフター、サイサポート）

助手席パワーシート（スライド、リクライニング）

リヤリクライニングシート（マニュアル）

◎運転席ランバーサポート

F．●シートパックポケット（誤認席・助手席〕

D●リヤセンターアームレスト

恤c席上下國整式ヘッドレスト

恚E席上下闘整式ヘッドレスト〔左右2席）

D●ラゲッジフロアフック

@（メッキタイプ6ヶ所）

怎宴Qッジサイドフック〔格納式4ヶ所〕

祉宴Qッジハンガーレール佗ヶ所）

D●ラゲッジルームランプ

リモコン可倒式リヤシート（左右独立式、6：4分割）

．専甫内装色．（ツラック／土クリュ）

パックドアオートクロージャー

ラゲッジアンダーボックス（オーブナー付）

ラゲヅジサイドボックス（左右）

トノカバー（ラゲッジアンダーボックス格納タイプ）

アルミキッキングプレート

■還転席まわり

本革巻ステアリング（ファインダリップタイプ）

ステアリングスイッチ（オーディオ）

畳用本革巷シフトノブ（盛運諭

重用ドアアームレストグリッ7（木目働

．●抗髄せ様｛ステアリン久シフトノブ）●

Dパワーステアリング●足踏み式パーキング

uレーキ【フットリリース式）●集中ドアロ

bク（セントラルロックタイプ）●2康式オ

h・トリップメーター●センターディスフレ

C〔デジタル時計．外気温エアコン衰示）
F●薗露マップランプ●カップホルダー〔フ．ロシト2皿、りや2個》●オーκ一ヘッドコン

Dソール●アームレスト付センターコンソー

Dルポックス●グローブボックス〔ダンパー．

剽ﾊ目．ロック機鮒｝●アッパーグローブボ

bクス〔㎜付）〔注1）●インストサイドポ

Pット（運転庸・助手席）●インストアッパ
D“ボックス〔注1．）●パニティミラー〔憲転．席・馳手席）●カードホルダー●パワーウイ

塔hウG■転席1ワンタッチ、キーオフ後作蘭隔

�ﾝ込み防止機綱肘、全席：耐水タイフ）

リモート＝】ントロールエントリーシステム（パックドア・ガラス

nッチ・フユ一画ルフィラーリッドロック連動、f渤霞認機能付）

リモコン

Lー躰

リモコン

Lー2本

リモコン

Lー2本

リそコン

Lー2本

キー連動室内照明システム

パワーウインドウスイッチ照明（運転席）

チルトステアリング＆チルトメーター

シフトポジションインジケーター　　　　　　　　　　　　　　　　　「

フロントドアポケット（オーブンリッド式）

■疑…調

◎エアコン吹ぎ出しロベンチレーター

@シヤツト搬能

D●後席ヒーター吹き出し口

オゾンセーフフルオートエアコン

iデジタル表示、外気温度表示機能語）

後席エアコン吹き出しロ

クリーンフィルター

■オーディオ／ナビゲーションシステム

．．●リヤサイドガラスアンテナ

怩eMダイバーシティ

BOSEサウンドシステム（インダッシュ6CD、カセット．

`MIFM上子チューナーラジオ、200W、6スピーカー十

qlchbassウーファー、　CD・MDオートチェンジャー封応機能付）

ステージアスーパーサウンドシステム（インダッシュβCD、

Jセット、AM！FM量子チューナーラジオ、．120W、6スピーカー、

bD・MDオートチェンジャー対応機能付）

1Vノナビゲーションシステム（DVD方式）＆収納式6．5インチ

純Cド灘モニター（輌欄鯨機鮒）（注1）（注2）

■外観

．専用フロントグリル＆専用フードトップモール

専用フロントバンパー

オーバーフェンダー（車体色）

●ルーフレrル（ペースタイプ）

寃pックドアアウトサイド劃一ブナー

@スイッチ

怎Aルミ製エンジンフード

D●樹脂製パックドア

怎Kラスハッチ（アウトサイドオーブ

@ナースイツチ付）

．シルプロテクター（禦体色）

　　　　　　　　　．一．Tイドガードモール（軍体色）

畳用リヤアンダー7ロヲウター

専用マフラー

専用ネーミングステッな一

電動ガラスツインスライドサンルーフ

kフロント：アウタースライド＆チルト、リヤ：スライド＆チルト）

■メカニズム／タイヤ＆ホイール

スノーシンクロモード付アテーサE－TS

．三皇サズバジジξシ．昌一『．．一’．．．∫丹只一「㌔’『．》

：●4輪独立懸架サスペンション

@〔4輪マルチリンク式）

怩S輪ベンチレーテッドディスクブレーキ

怎Xペアタイヤ（応魚タイヤ）

尋用225／45R1891Wタイヤ
iブリヂストン　ポテンザSO3ポール水ジション）

専用18インチアルミ0一ドホイール．（18x8山」）

■安全

運転席・助手席SRSエアバッグシステム

ABS（アンチロックブレーキシステム）

●腕躍アクティプシートクッシ5ン●翻霞テンションリ

fューサー一一凶レト●閣ロー則
~ッ57一何ブリテンシ5ナーシートベ回目●旨魔ELR

D併3点翼シートベルト｛2E盲躍）●チ，イルドシート回・定魯尉醒クートペルト｛畳躍震右2鰐，●L冊口Lイ

}ウントストッフラン7●圏賑霧シートベルト罪曽潮．隠賢価灯●EE口‘電㎜二二渤システム）

ブレーキアシスト

■Sパッ．ク

寒冷抱仕様（ワイバーデアイサー（熱線でワイパーブレードとフロントガラス

ﾆの氷繕を溶かす釦です）、ヒーター付ドアミラー、大型バッテリー〉

◆
（
注
3
）

◆
（
注
3
）

◆
（
注
3
）

◆
（
注
3
）

リヤビスカスLSD〔リミテッドスリップデフ） ◆ ◆ ◆ ◆

■ステージアAXIS主要諸元

アクシス　　　　　　　　　　　　　　　車種．

煤@元 2WD 4WD
●エンジン型式 VQ30DO〔NEO　Di） VO25DD（閥EO　DD VQ25DET（NEO）　VO25DD（NEO　D！）

●ベース車車名型式 ニヅサンGH・HM35 ニッサン6H・M35 ニッサンGH－NM35

●運転タイプ［車種記号］

マニュアルモード付フルレンジ電子制帽

S速オートマチック〔M－A丁x〕
一

TLGARGAM35
cDAT3AAZ 一 一

マニュアルモード付フルレンジ電子制御

T速オートマチック〔5M－ATxユ

TLHARGNM35
cDAT3AAZ 一

TLGNRGNM35
tDAT3AAZ

TLGNRGNM35

cDAT3AAZ

●寸法

全長×全幅×全高　　　　　　　　mm 4815×1790x1510
室内寸法　長x幅×高　　　　　　mm 1975×1470×τ200

ホイールベース　　　　　　　　　mm 2850

トレッド前／後　　　　　　　　　mm 1530／1530 1535／1535

最低地上高　　　　　　　　　mm 150 140

●璽量・定貝

車両重量　　　　　　　　　　　kB 1610　　　　　1590　　　　　1700　　　　　1690

乗康定員　　　　　　　　　　　名 5

車両総重量　　　　　　　　　　k合 1885　　　　　　τ865　　　　　　1975　　　　　　1965

●性能

最小回転半径　　　　　　　　　　m　　　　　　　　　　　　5．5

●賭装置

駆動方式 二二駆動（FR）　　　4轍鴎ほノーシンクロモー附アテーサ巳丁S）

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 独立懸架マルチリンク式／独立懸架マルチリンク式

主ブレーキ前／後 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

駐車ブレーキ 機械式後2輪制動

タイヤ前・後 225／45R189τW

■エンジン主要諸元

エンジン型式 VQ30DD（NEO　DD　VQ25DD〔NEO　DD　　VQ25DET（NEO）

穫類・シリンダー数 DOHC・V型6気筒

シリンダー内径x行程　　　　　mm 93．0×73β 85，0×73，3

総排気量　　　　　　　　　　L 2，987 2，495

圧縮比 1Lo 11．0 8．5

最高出力　　　　　kW（PS）／rpm 191（260）／6400 158（215）／6400 206（280）／6400

最大トルク　　　N・m（kgm）ノrpm 324（33、0）／4800 270（27．5〕／4400 407（41．5＞／3200

燃料供給義置 ニッサンDi
ターボチャージャー付

jッサンEG1（ECCS）

使用燃料・タンク容量　　　　　　L 無鉛プレミアムガソリン・80

本攣両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具含

が発生する恐れがあります。尚、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不口合は無償保証の対象と

なりませんので、ご注意ください。

◆「Sパック」として、リヤビスカスLSD（リミテッドスリッブデフ）、リヤフォグランフ、寒冷地仕様のセットでメーカーオプショ

ンとなります．

（注1）ナビゲーションシステムを装着した場合、アッパーグローブポックおよびインストアッパーボックスは装着されません。

（注2）DVDビデオ再生には対応しておりません。
（注3）寒冷地二二は単独ではお選びいただけ諌せん。Sバックとして、リヤビスカスLSD（．リミテッドスリップデフ〕とセットでメーカーオプションとなDます』

●「メーカーオプション」はこ注文時に申し受けます。メーカーのエ場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了

承ください。

●サプラーレ冒は出光石油化学株式会社の登録商標です。

口表内の縁文孚は新室内快遭性能「インナーグリーン」の装備です。

〈．国際単位系（SI＝エスアイ）によるエンジン出力・トルクの表記について〉

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S1単位とします。なお、従来単位から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τ位を四捨五入します。

1PS＝0．7355kW　lk8m＝980665N・m
●このカタログのエンジン出力表示はずべて「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摺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（自工会調べ）となってい豪す。

●本車両には無鉛プレミアムガソリンをご使用ください。なお無鉛プレミアムガソリンが入手できない場合、無鉛

レギュラーガソリンも使用できますが、エンジン出力低下等の親象が発生します。

■変速比・最終減速比

トランスミッション
マニュアルモード付フルレンジ電子制御

@　5速オートマチック（5M・ATx〕

マニュアルモード付

tルレンジ電子制御4速

Iートマチック〔M・ATx〕

vO30DD（NEO　Di） VQ25DD（NEO　Di）　VQ250Eτ（NEO） VQ25DD（NEO　DI）
エンジン

2WD 4WD 2WD
変速比　　　　第1速 3，540

　　　　　●Q，785

〃　　　　　第2速 2，264 1，545

〃　　　　　第3速 1，471 1，000

〃　　　　　第4速 1，000 0，694

〃　　　　　第5速 0，834 一

〃　　　　　後退 2，370 2，272

最終減速比 a133　　　　　　　　a538　　　　　　　　3．133 4，363

※エアロパーツ装着のため、．縁石や段差の大きな場所や不整地路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。

●本車両は持込み登録でオーテック扱いとなり蒙す。

■ボディカラー内艶は方ック／エクリュ＜s＞

　　　　　　　　　　　囮ホワイトパール（3P）
　　　　　　　　　　　　　〈＃QX1・特別塗装色〉

　　　　　　　　　　　回ダイヤモンドシルバー（M）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈＃KYO＞

　　　　　　　　　　　圖スーパーブラック
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈＃KH3＞

嬢（3P）は3コートパール、（M）はメタリックの略です．

■オーテック扱いディーラーオプション

●専用フロアカーペット

日産自動車株式会社
〒104・8023　東京郵中央区銀座6丁目17番1号

www．nlssan・co・jP

お問い合わせばステージア取り扱い阪売会社、または下記フリーコール（携帯・PHSも対応）へどうぞ。

「お客引相談室」
月～金⑱0120－315・232
〔祝日を除く｝　9：00～12＝00　13：00～17：00

土曜日躍祝日のお貝物相談は

「日産インフォメーションセンター」

土・日・祝＠0120－838－232

　　　　　9＝00～12＝00　13＝00～16：00

夢が今…療妙～ご

∠4U■■巳‘H

お間い舎わせ・ご帽験は下記へお●いいたし豪す．

株式会社オーテックジャパン
〒253－8571袴割ll県茅ケ嫡市臓■β24－2

電話　（0467）87－8001
http＝〃www且autech．co．lp’

スピードおさえて、いい運転。　　　　　　　○このカタログの内讐は2002年1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葎す。
シートベルトとチャイルドシートを忘れずに。●ボディカラーおよび内装色は、印嗣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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