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lSO　FlX対応チャイルドシート用アンカーを標準装備
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■エルブランドKid’sバージョン主要装備一覧

□Kid’sバージョン特別装備

□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）

Kid「sバージョン

全寧標準装備
装備 後席テレビ付上

視界
UVカット断熱グリーンガラス（フロントドア・バックドア）

熱反射ハーフミラーグリーンガラス（セカンド・サード）

キセノンヘッドランプ（ロービーム）（レベライザー付）

●フロントUVカ7トゲり一ンガラス｛トフプシェード付）

怩S灯式マルチリフレクターハ．ロゲンヘッドランプ

怎tqン． gパンパ」組込みバロゲンフォグランプ

怎Rーナリングランプ

恃M線リヤウインドウ．（タイマー付．）

恪L角ドアミラー

怎潟сAンダーミラー

オートライトシスデム．

フロント無段間けつ式ワイパー

リや問けつ式ワイパー

三二格納式リモコンカラードドアミラー

運転席まわり／空言

4本．スポークステアリング

電子制御パワースデアリング
エアコン・オーディオ・ナビゲーションコントロールパネルチタン風塗装 ◆
リモートコントロールエントリーシスデム（バックドア連動、作動確謬機能付｝

●二二仕様（ステアリング、シフトノブ）●チルトステア

Dリング●パワーウィンドウ．（耐水タイプ、運転席はワンタ．

bチ、キーオフ棲作動竜挟み込み財止槻構付）●イグニ

bションキー罵明｛タイマー付）●．タコメーター●集中ド

Aロック｛バックドア二二）●甲州量・学ドア警告灯

｡点τポジションインジケーター●幼手席ノ仁ティミラー

怎Lー捺き忘れ・ヘッドランプ話し忘れ警報●足踏み

ｮパーキングブレーキ＆リリースレバー●フユーエルフィ

堰[り7ド才一ブナー●運転麿フットレスト

　　　　　　　噛Cンストルメントパ冬ル　木目謂パネル

@　　＆
ﾘ目謂フィニッシャー

パワ」ウインドウスイッチフィニッシャー

セカントサードサイドヲィニシシ》ヨ

オゾンセーフフルオートデュアルエアコン〔リモコン機能付〕

~クロガ」ドヒ急アトロン　　　　　一　　　　．、

オーディオ

●ガラスアンテナ カセッ．トー体AMIFM電子チューナーラジオ、（6スピーカー、

bDオートチェンジャーコ．ントロール機転旨付）　　（注1）

ツインモニターTV／ナビゲーションシステム（DVD

緖ｮ）（前席6．5インチワイド電動ポップアップ式

t晶モニター1後席7インチワイド格納型液晶モ

jター、テレ曽バードビュー．融十音声ガイト付ナビ

Qーションシステム、FM多．重放送〔VICS、文字

ｽ璽放送〕、DVDビデオ再生機能）

◆

電源コンセント．（AC100V・．iσOW） （注2）

付型ダイバーシティアンテナ※i）．

後席テレ．ビ（大型8インチ．ワイド液晶モニター、ワ

Cヤレスリモコン、音声多調チューナールーフ取

．ビデオ端子．　　　　　　（注3） ◆

室内装備
後席マルチリモコン リヤエアコ！、オーデや堀注ア）

減光式大型ルームランプ 2段調光．

パーソナルランプ

スライドドア全開時ロック機構

オートクロージャー（スライドドア、バックドア）

●才ゆ’←へ湘ンソール怖方以り旧主！㌻タ

[§）〔産心●加淋鵬ξフqント；2亀勧罪：3亀サーR2〕．

怎Cンスト拘クス｛溢｝●インストアンタ」トレイ●コインボ

bクス●三白ドホルダー●蔚諸ドア求ケット●ボディサイド討

Pット他カンド・サ畠ド右偲｝●ルーフポケ7卜〔左右｝．●ラゲ

茶Wサイドボフクス｛左右N注帥●ジャフキ措舗ポ7クス（右｝

怎c」ル＆三角表示蚕格納ポフクス｛左｝●ボディサイドブフ

P〔2ケ所，●ラゲ7ジフフク．｛4ヶ斎1●ラゲッジルームランプ

Z夢電濠ソケ，ト（DC12V｝●弐テゥプランプ伝うイドドア｝●

oが潮御ガ●サ→ウ→ラゲが躯ラ伽噛｝

デジタル時計（インスト組込）

．トラッシュボックズ

ラゲッジトレイ

嚇用ス絢トランプ鯉賛・光馳鋼整式盲灯体1個十べ＿湘，

ラゲッジネット’

シート

専用シート生地（カブロノ0曜／パートナ」酬薩2コノビ｝

ドァトリム地（グレー色）

助手席シートアンダートレイ

●スーパーマルチン」ト（セカンド回転
ﾎ座、セカノドPサードロングスライド、サードマルチアツブ）．●フルフラットシート．（フロント、セカノトサード）●前席シr

gサイドポケット●助手．席シートパック．

|ケット●大型ヘッドレスト（フロントこ2、

Zカンド；2、サード12）

運転席シートバックボケヅト
フロント

アームレスト 運転庸のみ角度調整式．

ヘッドレスト（前後上下可動式）

：キ七プテンシート

セカンド セカンドシート左側シートバックポケット

アームレスト 角度調整式・両側

外装／タイヤ・ホイール

ツインサンルーフ（フロント＝チルトアップ、リヤ1

璽動チルトアップ十スライド）

■カラ」ドバンパー●21厨65R｛596Sタイ．

п怺J閉式サイドウイノドウ（セカンド両側、

Tード右側｝●スペアタイヤ（2Wbはテンパ

Wタイヤ：T1．45なOD1氏4WDは標準タイヤ十

武F塗装スチ」ルロードホイール）

専用ボディサイドストライプ

専用ネrミ：ングズテッカー

カラードマッドガード

アルミロードホイール（15×6JJ）

メカニズム／安全

オールモード4×4 4WD車
運転席・助手席．SRSエアバッグシステム

ABS（アンチロノクブレーキシステム〉

●フ自ントヘノチレーテノドディスクブレ

茶L●フロントストラット式サスペンション

iスタビライザー付）●リヤコントロールロ．

mド付5リ！クコイルスブリ．ング式サスペ

塔Vョン（スタビライザー付）●前庸上下

熕ｮ式シートベルトアンカー●運転席シ

[トベルト非着用時警告．灯●サイドドア

ブレーキアシスト

フロント＆リヤラ．ウンドソナー

lSD論式チ顧ルドシ→用ア：功一．｛勧ンド左柾麟．　．⊂注81

前席テンションリデューサーELR付3点式シートベルト 口利輔唄力テ功ナ畷鮒

．ビーム●ハイマウントストップランプ セカンド・サードELR付3点式シートベノレト仲央2点式）．（注9） イルドシー園鍍鮒．〔注¶o

■主要諸元 ［］は後席テレビ付車

車種 2WD（後輪駆動） 4WD（4輪駆動）くオールモード4×4）

諸元 VQ35DE VQ35DE
●ベース車車名型式 ニッサンGH－APE50 ニッサンGH－APWE50

●車種記号
AUURFBE50
dDAP3Q［RユAZ

ALJWRFBE50
dDAP3Q［RユAZ

●運転タイプ（コラムシフト） フルレンジ電子制御4速オートマチック〔E－AT〕

●寸法．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．一

全長×全幅×全高　　　　mm 4740×1775×1940　　　　　　　　　4740×1775×1945

室内寸法　長×幅×高　mm 3030×1645×1290

ホイールベース　　　　　mm 2900

トレッド　前／後　　　　mm 1510／1515

最低地上高　　　　　mm て40

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．．．≡寶d量・定員．己，．　　　．．　　　　　　　　　　．．　　　　　　　　　　　　　．

車両重量　　　　　　　kg 1980　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2030

乗車定員　　　　　　　名 7

車両総重量　　　　　　kg 2365　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2415

○性能　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．1

最小回転半径　　　　　　m　　　　　　　　　　　　　5．6

●諸装置．．　　　　　．　．．旧　　一

駆動方式 後輪駆動　　　　　　　4輪駆動（電子制御トルクスブ㌧ルト4WD）

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 ストラヅト式／コントロールロッド付5リンクコイルスプリング式

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 215／65R1596S．

●ツインモニターTV／ナビゲーションシステム装着車の車両重量は10kg増加します。

●ツインサンルーフ装着車の室内高は1305mm、日量重量は30kg増加します。

■エンジン主要諸元

型式 VQ35DE

種類・シリンダー数 V型6気筒・DOHC

シリンダー内径×．行程　　mm 95．5×81．4

総排気量　　　　　　　　L 3，498

圧縮比 10．0

最高出力　　　　kW（PS）1rpm 177（240）16000

最大トルク　　N・m（kgmソrprn 353（36．O）〆3200

燃料供給装置 ニッサンEGI（ECCS｝

使用燃料。タンク容量　　　L 無鉛プレミアムガソリン・76

●このカタ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」はエンジン単体て測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車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」よりもガソリン自動車で．約

15％程度低い値（自工会調べ）となっています。※VQ35DEエンジン搭載車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現象が発生します。

〈国際単位系（Sl＝エスアイ）によるエンジン出力・トルクの衰記について〉

計■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Sl単位とします。なお、「PS」及．び「kgm」からS1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。

1PS＝0．7355こ口　lkgm呂9．80665N・m
●本車両は持込み登録で、オーテック扱いとなります。

ごコ．

PHOTO＝エルブランドKid’sバージョン。

●ヒーター付ドアミラー●ワイパーデアイサー輔●大型バッテリー

・．訟濱

ボディカラーはプラチナシルバ」（M）〈＃KLO＞

｛オーテック扱いディーラーオプション｝　《日産純正ディーラーオプション》

覧

寒冷地仕様〈メーカーオプション〉

◆はセットでメーカーオプションとなります。（注1）CDオートチェンジャーコントロール機能はCDオートチェンジャー（ディー

ラーオプション〉を装着しないと作動しません。（注2）ツインモニターTV1ナビゲーションシステム装着車は2個装備されま

す。（注3＞ソインモニターTWナビゲーションシステム装着車はセカンド右側ボディサイドポケット、後席テレビ付車はイン

ストアンダートレイに装着されます。（主4）ツインサンルーフ装着車はリヤサンルーフ開閉スイッチが装備されます。（注5）

ツインモニターTV／ナビゲーションシステム装着車には装備されません。（注6）ツインモニターTV／ナビゲーンヨンシス

テム装着時、右側にテレビチューナーが装備されま．す。このためラケッジサイドボックスは使用できません。（注7）ツイン

サンルーフ装着車の場合、リヤサンルーフ開閉機能が装備されます。（注8＞使用可能なlSO　FIX対応チャイルドセーフ

ティシートはエルブランド用に認可を受けたもののみです。なお、従来のシートベルトで固定するチャイルドセーフティシー

トも使用可能ですがISO　FIX対応チャイルドシート用アンカーは使用できません。（注9＞サードシート中央席は．ELR機構

が装備されません。また、セカンドシート回転対座時のシートベルトは2点式となります。（注10）外側席のみです。

※1ルーフ取付型ダイバーシティアンテナは、ルーフ前部左右2ヶ所に装着されます。※2「カブロン列、「パートナー剛

はアキレス株式会社の登録商標です※3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かす装置です。．

●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メ．一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σ

q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。

■ボディカラー
ボデイカラー 内装色

ホワイトパール（3P）〈＃QX1．・特別塗装色〉

プラチナシルバー．（M）〈＃KLO＞
オリーブクレー（K）

●専用フロアカーペット

一

●ベビーシート

　　　　十一鵬

　　　　．，騨紘幽
　　寸、ヤ　　　　’．　、’
　　　ゐ　　ロ　　コ

　昌7　．》

稀

●ジュニアセーフティシート

　　慶　　　　声
爆、’【・

　　　』　　　謂

●チャイルドセーフティシート

［写真はE（エクセレント）タイプです1

，

（3P）．は3コートパール、（M．）はメタリックの略です。

日産自動車蛛式会社
〒1p4－8023　東京都中央区銀座6丁目17番1号

スピードおさえて、いい運転．。
シートベルトとチャイルド． Vートを忘れずに。

お聞い合わせばエルブランド取り扱い販亮会社、または下記フリーダイヤルへどうぞ、

お客様相談室

月～金薗0120鯛315『232
（祝日を除く）9：00～12＝00．13＝00～17＝00

土曜．日曜のお買物相談は

日産インフォメーションセンター

土・日画0120－838－232
9＝00～12＝OO　13＝OO騨16＝00

夢「が今…占守～ζ

∠4FU7E⊂H

お問い合わせ・ご担膜は下記へお顯いいたし畿す．

株式会社オーテックリャパン

〒253－8571挿奈川県茅ケ崎二品團824－2
■膳薔　　（0467）87－8001
http：！！www．置utech．cojp！

・・tp・〃www…ssa・・…j・・3三二二二二型灘繍蓬髪禦鍛譲麓鷺皇搬麟． AJ－CE8－0010Nl

　　　　E50701
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