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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［＝コライダー・ライダープラス特別装備　［＝コ標準装備

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［＝コメーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

■ウイングロード「ライダー」「ライダープラス」主要装備一覧E＝コオーテック扱いオプション（ご注文時に申し受けます〕

ライダー／ライダープラス

全車標準装備

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘

Oレード別装備

2WD・150014WD・1800

ステージ1　ステージ2

國視界

最適配光4灯式C．S．R．ハロゲンヘッドランプ

キセノンヘッドランプ〈ロービーム〉（レベライザー付）

●防眩式ルームミラー

怎Oリーンガラス〈UVカット機能付〉

@（フロントウインドウ）

怺ﾔけつ式リヤワイパー

恃M線リヤウインドウ

導用7ロシトフォグランプ

電動絹納式りモ…ゴンヵラードドァミラー

フロント幽幽画けつ式ワイパー〔セミコンシールド）

フライパン」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）

■運転席まわり・船引

ホワイトメー・ター

専用本革磐4本スポークステアリング

kグレー／ブルーコンビ）

4本スポークステアリング

デジタル時計　　　　　　　　　　　　　（注1）

．●抗菌仕様（ステアリング，シフトノブ，

@バーキングフレーキレバー）

D．●パワーステアリング

怎`ルトステアリング

D●タコメーター

怏t晶オド・ツイントリップメーター（2段表示）

怎Vフトポジションインジケーター（AT準）

D●燃料残置警告灯／半ドア響告灯

怎wッドランプ消レ忘れ暫報／キー抜き忘れ

F●フユーエルフィラーリッドオーブナー

D●集中ドアロック（パックドア連動）

．宴用量イニッシャー（センタークラスター部ユ

パワーウインドウ（全席：耐水タイプ、運転席＝

純塔^ッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付）

リモートコントロールエントリーシステム〈作動確認機能付〉

フットレスト

オゾンセーフフルオートエアゴン．
空
網 クリーンフィルター（二二機能付）

■オーディオ・ナビゲーション

●インストポケヅト ．オ」ディオレス

ライダー専用サウンドシステム　　　　　（注2）

k1DIN：MD・CD一体AWFM電子チューナーラジオ．160W、

Sスヒトカ→ツイーター2コ＋ウー八一‘80W｝、MD・COオート

`ェンジ暫二対顧慶能付テジタル二二．グレーフィニッシャー山脚

◆1 ◆1．

スピーカー
4
．
◆
1

2 4
◆
1

2

　　　　　　　　　　　　　　　．求[フアノテナ

」ナビナビゲーションシステム（CD方式）　（注3）

kツインチワイド液晶モニター．バードビュー■＝十音声ガイド付

iビゲーションシステム、FM多貢放送（VICS・文字多重放送D

■内装

カップホルダー
前席〔2コ）

後席（2コ） ◆2 ◆2

．●インストアッパーボックス（注4〕●コインボッ

Nス〔右サイド部）●インス．トアンダートレイ

恆O席ドアポケット●アシストクリップ●前席照
ｾ付灰皿●電澱ソケノト（12V・120W）．．●キー連動室内照明システム

リッド付センターコンソールボックス（カードホルダー付）

後席灰皿

■ラゲッジルーム

●パックドアグリヅプ●ラゲッジサイド勘クス（2コ〕ラゲツジルーム電源ソケット（12V・120W） ◆2 ◆2

．●ラグ酬霜取ヴ〔κックドア逼謝●ローカ汐［4捌ラゲッジフック（6カ所）

■シート

専用シート地＆ドアトリム〔撫水処理）　　　　　　　　　　　　　．．．

前席上下調整式ヘッドレスト

：●筋席リクライニング

怎鰍竕ﾂ倒式シート（6：4分幽幽）．

D●リヤシート前倒しストラップ

怎潟сVートリクライニング機構．

呂
ン
ト

助手席シートパック買い物フック

助手席シートバックテーブル ◆2 ◆2

後席上下調整式ヘッドレストリ
ヤ リヤセンターアームレズト ◆2 ◆2

置外装・タイヤ＆ホイール

．ライダー専用フロントバンパー（グリル付） ．ライダー ライダー．●カラ」ドアウトサイドドア八ンドル

怎Xポーティルーラレール（ブラック）

D●スペアタイヤ（応急用タイヤ）

ライダープラス専用フロノトパンパー（グリル付》 ライダープラス ．ライダープラス

．ライダー専虜フ．ロントグリル　． ライダー ライダー．

ライダ」・プラス専用プロ．ントグリル． ライダープラス ライダー方ス

サイドシルプロテクター

不用リャアンダーオ］テクター

．ライダー導用ネ雨ミングズデッカ← ライダー ライダー

．ライダープラス専用ネーミノクステツカー． ライダー方ス ライダープラス

冒用ルーフスボイラー

導用大口霞ズポーツマフラー〈アペックス製〉

辱罵ロー八イトサスペンション

尋用195隔OR18β4Vラジアルタイヤ｛ブリ恥ン製「ポテンザG貰」｝

185／65R1486Sラジアルタイヤ 4WD
175〃OR1484Sラジアルタイヤ 2WD
専用鴇イクチア’陰二一ドホイール．　　　一

14インチブルホイールカバー

■安全・メカニズム

運転席・助手席SRSエアバッグシステム

●前席ロードリミッター→才ブリ．テンショナーシートベルト
前席アクティブヘッドレスト

EBD（電子制御制動力配分システム）

ABS（アンチ．ロックブレーキシステム）

．●フレンドリーアッパーインテリア

恁辮ﾈELR付3点式シートベルト（中央2点式）．●チャイルドシート固定鰭構付シートベルト（螢席左右2席）

恆O席上下調整式シートベルトアンカー
D●運転席シートベルト非演用時奮告灯．●八イマウントストッブランプ

怎tロントベンチレーテッドディスクブレーキ

怎Tイドドアビーム．

怎`ャイルドセーフティドアロック

ブレーキアシスト

リヤマルチリンクサスペンション 4WD 4WD
フロントスタビライザー

リヤスタビライザー 2WD ．2WD

■その他

寒冷地仕横（ヒーター付ドアミラー、ワイパーデアイ

Tー〔※〕、大型バヅテリー、リヤヒーター等）（注5）

■ウイングロード「ライダー」「ライダープラス」主要諸元（）内の数値は5速マニュアル車

2WD 4WD
ツインカム1500 ツインカム1800

　　　　　　　　　　　　　　　東種

伯ｳ
ライダー／ライ．ダーブラス ライダー／ライダープラス

ステージ1　　ステージ2 ステージ1　　ステージ2

●エンジン型式 QG15DE〈NEO＞ QG18DE〈NEO＞
●ベース車車名型式 ニッサンUA－WFY11 ニッサンUA－WHNY11

●運転タイプ［車種記号］

ライダー
TDFARGAYI　l
dDAT2AAZ

TDFARGAYIl
dDAT2EAZ

TATNRGAYI　l
dDAT2AAZ

TATNRGAY1．I
dDAT2EAZフルレンジ電子制御

S速オートマチック〔E・ATx〕
ライダープラス

TDFARGAYIl

dDAT2」AZ

TDFARGAYIl
dDAT2NAZ

TATNRGAY1．1

dDAT2」AZ
TATNRGAYI　l

dDA丁2NAZ

ライダー
TD臥RGFYて1
dDAT2AAZ

τD触RGFYlf
dDA丁2EAZ 一 一

5速マニュアル

ライダープラス
TDFARGFYIl

dDAT2」AZ

TDFARGFYIt
dDAT2NAZ 一 一

●寸法

全長　　　　　　　　　　　　m．m 4470

全日　　　　　　　　　　　　mm 1695

全高　　　　　　　　　　　　頃m 1480　　　　　　1485　　　　　　1480　　　　　　1490

室内寸法　長×幅×高　　　　　　　mm 1840．×1420×．1205

ホイールベース　　　　　　　　　mm 2535

トレッド前1後　　　　　　　　　　　mm 1490／147．5
1．

S70／1455 1465’1460

最低地上高　　　　　　　　　　　mm 125 130 125　　　　　135

●璽量・定員

車両重量　　　　　　　　　　　　kg 118Q（1160）　1200（1180）　　　　1310　　　　　　　1320

乗車定員　　　　　　　　　　　名 5

車両総剛曇　　　　　　　　　kg 1455（1435）　1475（1455）　　　1585　　　　　　1595

●性能

最小回転半径　　　　　　　　　　m　　　4．6　　　　5、2　　　　　　　5，1

●諸装置

駆動方式 前輸駆動　　　　　　　　　4輸駆動

ステアリングギヤ形式 パワーアシスト付ラック＆ビニオン式

サスペンション前 ストラット式

〃　　　後 トーションビーム式ト．レーリングアーム　　マルチリンク（ウイッシュボーン）式

主ブレーキ　前 ベンチレーテッドディスク式

〃　　後 リーディングトレーリング式

タイヤ前後 175170R14匂4S　　19与15qR16き4V　　185’65R1486S　　195150Rて684V

■エンジン主要諸元

型式 QG1．5DE＜NEO＞　　　　　　QG18DE〈NEO＞

種類・シリンダー数 DOHC水冶直列4気筒
シリンダー内径X行程　　　　　　　　mm 73β×8aO 80．ox88．0

総排気量　　　　　　　　　　　　L 1，497 1，769

圧縮比 9．9 9．5

最高出力　　　　　　kW（PS）ノrpm 78（106）！6000 90（122）！5600

蝦大トルク　　　　　．N・m〔㎏m）1rpm 142：（1．4急）14000． 165（16．8）14400

燃料供給装置 ニッサンEGI（ECCS）電子制御燃料噴射装置

使用燃料・タンク容量　　　　　　　　L ．無鉛レギュラーガソリン・50

本単両には「使用燃料」に記載されている燃料をこ使用ください。掴定以外の燃料をこ使用になると、不言合が発生する恐れが

あります。尚．据定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんのてこ注慧ください．

●「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、オーテックで装着するため、

ご注文後はお受けでぎませんのでこ了承ください．

◆1、◆2はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。（◆2はユーティリティパックとなります。）

（注1）ナビゲーション装着車はナビ画面に表示されます。（注2）MD・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MDまたはCDオートチ

ェンジャーを装着した場台に作動します。（注3）ライダー専用サウンドシステム装着車のみお選びいただけます。（注4）ナビゲーションをお選びの場合

には装蕉されません。（注5〕ライダー専用サウンドシステムまたは、ライダー専用サウンドシステム十」ナビナビゲーションシステム（CD方式）をお選び

の場合には、リヤヒーターは装薫され蜜せん。〔張〕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がす装置です。

口表内の緑文字は新室内快適性能「インナーグリーン」の装備です、．

●この力夕ログのエンジン．出力表示はすべて「ネット値」です。

●エンジン出力衷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」

とはエンジンを庫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」よりもガソリン日動車で約15％程度低い値（自工会調べ）となっています。

〈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〉

計量単位の国瞭標準化に伴い．、従来使用していたエンジン出力単位「PSユは「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単位とし琴す。なお、従来単位からS［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1位を四捨五入しますplPS二〇，7355kW　lkg．m＝9．80665N・m

●全棄：超・低排出ガス車〔U－LEV）認定（平成12年基溝排出ガス7596低減レベル）

　ただし、持込み童録のためグリーン税制は適用されません。

■変速比・最終減速比

トランスミッション
フルレンジ電子制御4速
Iートマチック〔E・ATx〕

5速マニゴアル

エンジン QG18DE〈NEO＞
pG15DE＜NEO＞ QG15DE〈NEO＞

変速比　　　　　　　　　　　第1速 2b861 3，333

〃　　　　　　　　　　　第2速 1，562 1．：955

〃　　　　　　　　　　　　第3速． 1，000 1，286

〃　　　　　　　　　　　　第4速 0，697 0926

〃　　　　　　　　　　　　第5速 一 O，756

〃　　　　　　　　　　　　後退 2，310 3，417

最終減速比 4，072 4，167

楽エアロパーツ装蒲のため、縁石や段差の大きな場所や不整地路等では路面なとと干渉する場合があります。

あらかじめこ承知おきくたさい。●本頭両は持込み二二でオーテック扱いとなります．

ボアイカラー

．ホワイトパール（3P）〈＃QX1・．特別塗装色〉

ダイヤモンドシルバー⊂．M）＜磐KYO＞．

オーテック扱いディーラーオプション

専用

ロア

ーベット

（3P）は3コートパール、（M）はメタリックの略です。

内装色はブルーイツシュグレー（K）です。

日産自動車株式会社
T1．04－8023　東京都中央区銀座．6丁目i7醤1号

www．nlssan．co・IP

お問い耀わせはウイングロード取り扱い販売会社、または下記フリーコール（携徽・PHSも対応）へどうぞ。

「お一様相談室」

月一金⑭0120・315・232
‘語…E…を膝く）　9＝00～12＝00　13：00～17＝00

土曜日曜祝日のお買物相啖は

「日産インフォメーションセンター」

土・日・祝＠0伽・838・232

　　　　　9＝0．0～12＝00　13：00～16：00

ノ4U7E⊂H
お問い舎わせ・ご相瑛は下記へお願いいたします．

株式会社オーテックジャパン
〒253－8571　紳張」11県茅ケ崎衛萩団824－2

電話　（0467）87－8001
http＝〃wWw．autech」co．jp／SV／

スピードおさえて、いい運転．　　　　　　●このカタログの内容は2002無11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に。●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや．撮影条件などがら、実際の色と異なって見えることがあります。
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