
■エクストレイル「ライダーアルファ」主要装備一覧

［＝］ライダーアルファ特脚匡＝』ライダ」特別装備

口購億ロメーカー二方ヨン1己数蹴甲囑ナ葡】 ■エクストレイル「ライダーアルファ」主要諸元

輔　　ライダーアルブア 4WD隣しL　MODE4x4］
≦…車願鞍備　　　　　　　　　　　　　グレード坐上鯖 4WD

　　　　　　　　　　　　　輔
OR20DE〔N∈Q）

観界 ライダーアルファ

キセノンベッドランプ（ロービーム》．（レベ　ザ日付〕 ●ベース章牽名型式 ニッサンじA－NT30

フロントUV加トクリーンガラス ●車種番号
TT1

●騒週羅光Cε、R、八ロゲンヘツドラジフ

恣d動格納式リモコンカラードドアミラー

怎Jラードサイドアンダーミラー

D●無設悶けつ式ワイパー

怎鰍笆竄ｯ⊃式ワイノ．く一

フロントド　　　トクリーンガラス ●運転タイプ陣種記弓ユ

フ’』レンジ電子畢眉ヰ厚オートマチック〔巨Ah］　　　　　　　　　　　　丁DANREへT30EDATIFBZ
フイκシー輝末卿．リヤサイド」畑〃陥
e　カット騰賂優酢付 ●寸法

フロン　｛ンく一脚聯用欝ノブ・倒臨尉「 全長x全幅x全高　　　　　mm 4560x1765刈730

◆1 室内寸法長x帆x高　　　mm 2055鴻1445x1265〔サンルーフ山車は｝235）
リヤフォグランプ　　　　　　　　　（注1〕

ホイールベース　　　　　　　mm
2625

運転席まわり
トレッド莇／後　　　　　mm 1520’1520

ポツブアツフステアリング
iチルト・テレスコビツク機橋楢 最低地上喬　　　　　　　　mm 180

●重厘・定艮
院醗楓スデァリング、シフトノブ．’【一キンツフレーキレバー｝

輌重璽　　　　　　　　　　k 葺420．

センダーメーター 乗車定興　　　　　　　　　名 5
噂用　　メ」タ」＝

車両総腫量　　　　　　　　　k
1595

戯轡　　ノブ ●性能
本革臨く一キングゴレーキレバー

融小回転半径　　　　　　　　　m　　　　　　　　　　　　　　　5．3

●夘メーター●外気温度計

DOサンバイザーストラヅプ（適転翻

怎tヅトレスト●パワーステアリグ

恬恍?ドアロック

怎pワーウインドウ川水タイフ呼野席はワ

塔^ッチ．←オフ劉鴇む、捜ゐ込み防止㎜付）

怎Kングリッブタ　　フトノブ

nシフトポジションイノジケーター

｡燃料残置蟹告灯●半ドア鐘告灯

怎Lー撫忘れ電報
｡ヘシドランプ消し忘れ層報

寃pワーウインドウ醐

恟侮闥ｰバニティミラー

怎hライパーズポックス

怎_ブルホーノ●リヤヒーターダクト

Bクリーンフィルダー

罫用輝創準ス粛一クステ刑．侵レーメタリyク伽クコンビ｝
●語装置

駆動方式 4輪駆動〔AU－MODE4×4〕
大型マルチボックス（保渇保冷機能付｝ ステアリングギヤ形式 パワーアシスト対ラック＆ピ＝オン式

「オル単一　ルオトエアコ　　　一一 サスペンション　前／後 強立懸架ストラット式！独立感架パラレルリンクストラット式

ドライlr一フェイス用補助ベンチレーション 霊ブレーキ前／後 ベンチレーテッドティスウ式’ペンチレーーテッドティスク式

旨ヌ琳ノサ　トドアハシドル．一一一．一　 タイヤ　圃・後 盟5155艮1797V

アルミペダル

インテリジェントキー　　　　　　〔注2コ． ■エンジン主要諸元

エンジンイモビライザ』 エンジン型式 QR20DE〔NEO）’

オーディオ’ナビゲーション 種類・シリンダー数 DOHC・置列4気筒

．■ループアンテナ蹴倒豊，齪式， シリンダー内径X行裡　　　　　　　　　　　m前 89ρ×80．3X一π凋じζ一パーサウンドシステム〔MD・CD構AW

eM電予チューナーラジ鉱120W、6スピーカー）〔注3〕
◆2

緯排羅　　　　　　　　　　　　　　　　L 1，998

インストツイーター　　　　　　　　（注4〕 ◆2 圧篇比 9．9

オーディオレス　　　　　　　　　　〔注5】 贔扇出力　　　　　　　　　kW（PS｝’rpm 110〔150）！6000

霞大トルク　　　　　　　　　NLmに　m｝ノrpm 200【2α窮／40DO
カーウイングスナビゲーションウステム〔DVD方式｝

o注3｝〔注6｝1注7）
◆2 燃料供給装置 ニッサンEGKECGS）電子制街燃料咀射装置

便用燃料・タンク容塑
L 無鉛レギュラー・60

室内褒儒

専用スポーティフロアカーペット

キッキングプレート

本車両には「便用燃料」に記㎎ざれてし晒螂科をこ使用ください．糎定以外の耀科をこ使用になると，不筑含が発生する恐れ

ｪありま茸．．尚，指足以外の燃料をご使用になコたために発生した不異国は無懐保証の対象となりませんので．看注駐ください．
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●このガタログのエンジン出力甕示はすべて「ネット値」です。●エンジン出力表示にはネット値とグロス匝があ
閧ﾜす．「グロス」はエンジン単体で潤定したものであb、「塞ット」とはエンジンを車両に括載した状態とほぼ同策

盾ﾅ測定したもので官。同じエンジンで測定した場台．「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15鴨程度

痰｢値く自工会調べ｝となっていま軌
i国際単位系（SI≡エスアイ〕によるエンジン出かトルク表記について〉

茁ｪ卑位の固隠涙準化に伴い、従来使用していたーンジン出力単位rPS」は「kW：キロワット〕」、エンジントルク

P位「kg荊」は「N・mlニュートンメートル｝」のSI単位とします。麻お、従来単位からSI単位への換耳僖は次のと
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寒臨地仕繍
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寒冷地仕儀【ドアこうーヒーターワイ’←テアィサー洛大型バッテリー．リヤフォグヲンプ1注才｝］　　　　　　○1

◆1、◆2はそれぞれセットでメーカーオプションとな口ま1跳
［注1｝リヤプォグランフは窟冷地仕様とセットでオプション設定となります。【注2〕インテリジェントキー催リモート］ントロールエントリーシステム樋鮨付となゆ談ず．〔注3〕6スピーカーは4スピーカー＋インストツイーターとなります。

駐4】ナビゲーションシステム装衙車は標準装備となゆます．（注5）4スピーカー八一ネスカ輔されています．〔注6〕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多頭〕．ボイスコマンド、車両情輻衷示槻能付となります。

1注のカーウイングスに接観する擁帯電唇爵嫉一語利用で吉ない二種があります耶auのODMA方式蹄瑠話でカーウイングスをご利用いただくには、別男の通口ケーブル（チィーラーオフシヨン｝への交換が必要となDます．なお、理幡ヶープ

ルを交換した場倉．a］のCDMA方式以外の概帯電話は己使用に瑳れません．詳しくは，カーライフアドバイザーにお問」噛わせいただq、、カーウイングスホームページ＜www．nlss知一〇arw　g　OOm〕でこ確認ください幽幽8｝幽幽加工シ

ートではありません』〔左91スペアタイヤ1まテンバータイヤとな0ます。

　　イバーチアイサーとは．熱線でワイパーブレードとフロントガラスとの氷結を港かす翻です。
●「メーカーオプション∬まご注文時1拙し受けます。メーカーの工坦で装濁するため．こ簿文後はお受けで吉ませんのでご了承ください．●本軍両購酬のメーカーオプションの設定がこさ’いませんのでこ了承ください。

●カーウイングスノCARW囚㏄は地産自動皐株式会社の蛮餓商標です。

幽翠内の繰翻字は室内快適性能「インナーグリーン」の奢鳳です，

日産自動牽株式会社
〒田4－ao2a　躍耳都甲央区皿優a丁目17暦1耀

WWW．nissan．co．lp

お閥い台わせは「エクストレイル」取り扱い販売会社．

または下記フリーコール（窮帝・P日Sも対応）へどうぞg
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お問い合わtユ丁椙螢内智．にD唐ま」ては．お客様　晦や品照向一ヒのにめに配臥し酒用させていにだいております．．また、販嘩会祉等か50魎蕎ざせていただくことむ．．．盟r刀と判断した櫓冒は．

必．要厚硫湘で　　を開示し、当護胆売卸上町ゆらお客靱にこ浬宙をとらせていたたく囑台もこざいますので．あらかじぬこ了漱ください．なお．当量におけ看個人循報の賊D鰻いに肥す面

群山1よ、上記「オーテ．．．’クジ1・バンホームベージ」に田載しております．

スピードおさえて、いい運転．　　　　　　●このカタログの画一は2006年4月現在のもので．仕岱ならびに装備は予告なく変更することもあり湊す。　　　　川覗桐、0564M

シートベルトとチャイルドシート猫．忘れ茸に．O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．口際の色と異なって越えることが蜀ります。　　　　　　　C腐5F
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◆2 燃料供給装置 ニッサンEGKECGS）電子制街燃料咀射装置

便用燃料・タンク容塑
L 無鉛レギュラー・60

室内褒儒

専用スポーティフロアカーペット

キッキングプレート

本車両には「便用燃料」に記㎎ざれてし晒螂科をこ使用ください．糎定以外の耀科をこ使用になると，不筑含が発生する恐れ

ｪありま茸．．尚，指足以外の燃料をご使用になコたために発生した不異国は無懐保証の対象となりませんので．看注駐ください．

防水加工フロア

O昭源ソケット1盟V，ドライパーズボツクス内、

宴Qッジルーム曲

怎A．ツ’藍一グローブボックス

恷荢[武カナrレダー〔リや置2）

怎oックドアイノナーフック●マップランプ

｡ラゲヅジルームランプ●リヤデフオツカー

怎宴Qッジアンダーボックス

防水加工天井

カッフホルダー

i保冷鵬巨付）〔フロント繊〕

マルヂザイルネット〔ラゲッジフック6コ付｝

●このガタログのエンジン出力甕示はすべて「ネット値」です。●エンジン出力表示にはネット値とグロス匝があ
閧ﾜす．「グロス」はエンジン単体で潤定したものであb、「塞ット」とはエンジンを車両に括載した状態とほぼ同策

盾ﾅ測定したもので官。同じエンジンで測定した場台．「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15鴨程度

痰｢値く自工会調べ｝となっていま軌
i国際単位系（SI≡エスアイ〕によるエンジン出かトルク表記について〉

茁ｪ卑位の固隠涙準化に伴い、従来使用していたーンジン出力単位rPS」は「kW：キロワット〕」、エンジントルク

P位「kg荊」は「N・mlニュートンメートル｝」のSI単位とします。麻お、従来単位からSI単位への換耳僖は次のと

ｨりです。数値は艶数単位までとし，小数点第1位を四捨五入します。

PPS＝O，7355kW　lkgm晋980565N’m
磨u平成榎年遜準排出ガス拓肺蝋レベル」翠建

｡変速比・最終減速比

ウォツシヤフルラゲツジボード

シート

．重甫諏．ノ鼻ト　．一　　　．一
ｮ一ト生地＝国リコヅトダゴレノヤーヲ〕　．脚》

専用布誉

●リや可劇式シート16＝4分割式　　ライ

jング付、シートクシション取り外し搬能煙）

恍ｴ転席シートリフ帰一

恆闢]席〔1脚・助手席（2段，シート’℃ツク

{ケウト

前席上下調霊楓能付ヘッドレスト

事用ドブ　ム（　ム地ダブ　ジ←　ノ　　．一一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミッション

ﾏ速比・層腿比
フルレン蠣子制鋤速オートマチック．〔E－AT属ユ

リセシrh正．ムレ　くアームレスト鋤レー楓婿鱒
エンジン CR20DE〔NEO，

外装1タイヤ＆ホイール
変速比　　　　　　　　　　　　　　　第．1遮 2，785

‘食酢　　κ’‘一（ヒレ弊拗ル㈲　．．一 第2速 1，545
●ルーフレール〔ベースタイプ》

怎Xペアタイヤ〔註9｝ 重囲フロントグリル＆日用　ドトッツモ「’レ 第3理 1，ooo

専用リヤアンダーヲロテクター 第4還 0，694

．奪用リヤ⊇ンビー　（クリアタイ7， 後退 ユ272
．サドガード牽rル カラード 臨終減速比 4，425．

ル　フスポイラー

バックドアフィニッシャー メッキ

　　　　　　一 ハンドルまわD

@カラ「ド

大型電動ガラスサンルーフ（スライド・チルトアッ7）

．専恵ネーミングス幼一

可用火趨マフラー

：借用225’55則　　Vラジアルタイヤ1‘購ム工鍛製酬PA謝　　　　　PO鵬」）

崇「ライダーアルファ」はエアロバーツ装着のため．縁石や霞差の大きな瓠所や不竪地隠範では路面などと干渉

ｷる場合があDます。亟らかじめご承知お青ください，

恃N別両1謝　　の壁曇でオーテ野．ク鞭いと召Dます，．

@BODY　COLOR　馴3P）瞬］一ト’二一ル．【M海メタリ7ク㎝で宙二二ぱグレー（K）です．

』響用1財ン囎ル聖自トホ孟．．ル（1器㌘0皿｝

安全ノメカニズム

A日S〔アンチロ．ンクブレーキシステム，

運転帝助手摩SR＄エアバッグシステム

．●師背構州恥●脇一同蝿湘匠珈射
n．●甥嚇醒レ蹴〔観較圃ゆチrイ角ドト

g殿購シー凶卜！鯉〕●賦職一画ア

�黶恟J量蹴●刀糟麟勢械
�ﾍ曲●1膿伽駅膨クλ㈱淋舳●励
y㎜ステム1●コレキ乃か●ス副直

AU．　MODE4x4 4WO車
4輪ベンチレーテッー　クブ　キ 釜コ
脇差1どト棚ベノ9〔圃ト漏一一

寒臨地仕繍

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lρ・プラスチックκイザー　　　　　　　　　　　　●バックドアフィニッシャー

寒冷地仕儀【ドアこうーヒーターワイ’←テアィサー洛大型バッテリー．リヤフォグヲンプ1注才｝］　　　　　　○1

◆1、◆2はそれぞれセットでメーカーオプションとな口ま1跳
［注1｝リヤプォグランフは窟冷地仕様とセットでオプション設定となります。【注2〕インテリジェントキー催リモート］ントロールエントリーシステム樋鮨付となゆ談ず．〔注3〕6スピーカーは4スピーカー＋インストツイーターとなります。

駐4】ナビゲーションシステム装衙車は標準装備となゆます．（注5）4スピーカー八一ネスカ輔されています．〔注6〕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多頭〕．ボイスコマンド、車両情輻衷示槻能付となります。

1注のカーウイングスに接観する擁帯電唇爵嫉一語利用で吉ない二種があります耶auのODMA方式蹄瑠話でカーウイングスをご利用いただくには、別男の通口ケーブル（チィーラーオフシヨン｝への交換が必要となDます．なお、理幡ヶープ

ルを交換した場倉．a］のCDMA方式以外の概帯電話は己使用に瑳れません．詳しくは，カーライフアドバイザーにお問」噛わせいただq、、カーウイングスホームページ＜www．nlss知一〇arw　g　OOm〕でこ確認ください幽幽8｝幽幽加工シ

ートではありません』〔左91スペアタイヤ1まテンバータイヤとな0ます。

　　イバーチアイサーとは．熱線でワイパーブレードとフロントガラスとの氷結を港かす翻です。
●「メーカーオプション∬まご注文時1拙し受けます。メーカーの工坦で装濁するため．こ簿文後はお受けで吉ませんのでご了承ください．●本軍両購酬のメーカーオプションの設定がこさ’いませんのでこ了承ください。

●カーウイングスノCARW囚㏄は地産自動皐株式会社の蛮餓商標です。

幽翠内の繰翻字は室内快適性能「インナーグリーン」の奢鳳です，

日産自動牽株式会社
〒田4－ao2a　躍耳都甲央区皿優a丁目17暦1耀

WWW．nissan．co．lp

お閥い台わせは「エクストレイル」取り扱い販売会社．

または下記フリーコール（窮帝・P日Sも対応）へどうぞg

　お害楓　⑭0120－315－232
相観室　＞＞受付臆間9＝00～17：00

ノ可U71E醒＝H

5問い合枕・ご二二は陥お層いいたし踵す■

株式会社オーテックジャパン
早253－ 8571　　 襯」1ト蛾茅ケ綱回524－Z

電話　⑩467，87－800T
hにPl〃WWW．au竃OChJ戸！

お問い合わtユ丁椙螢内智．にD唐ま」ては．お客様　晦や品照向一ヒのにめに配臥し酒用させていにだいております．．また、販嘩会祉等か50魎蕎ざせていただくことむ．．．盟r刀と判断した櫓冒は．

必．要厚硫湘で　　を開示し、当護胆売卸上町ゆらお客靱にこ浬宙をとらせていたたく囑台もこざいますので．あらかじぬこ了漱ください．なお．当量におけ看個人循報の賊D鰻いに肥す面

群山1よ、上記「オーテ．．．’クジ1・バンホームベージ」に田載しております．

スピードおさえて、いい運転．　　　　　　●このカタログの画一は2006年4月現在のもので．仕岱ならびに装備は予告なく変更することもあり湊す。　　　　川覗桐、0564M

シートベルトとチャイルドシート猫．忘れ茸に．O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．口際の色と異なって越えることが蜀ります。　　　　　　　C腐5F

ノ研UTEl＝H

－

SHIF’「challenge　spirit
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