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WINGROAD AXIS

WINGROAD AXIS

品格を味わう、品質を愉しむ。

EXTERIOR
●専用フロントグリル&専用フードトップモール
●フロントバンパー（光輝モール付、バンパー下部ボディ同色）
●フロントフォグランプ
●カラードサイドシルプロテクター
●リヤバンパー
　（バンパー下部ボディ同色）
●専用16インチアルミホイール＋
　専用16インチタイヤ〈ブリヂストン製 Playz〉
●専用ネーミングエンブレム
●電動格納式リモコンカラードドアミラー

●専用シート地&ドアトリム地
●専用本革巻3本スポークステアリング
●専用ブラックコンビメーター
●専用フィニッシャー
〈木目調〉
　センタークラスター、シフトノブ、シフトパネル、灰皿
〈ピアノブラック〉
　ステアリングフィニッシャー、エアコン吹き出し口
●メッキインサイドドアハンドル

INTERIOR

上品なベージュ色のシートと、

木目調パネルが演出する落ち着きのあるインテリア。

大人の佇まいを感じさせるスタイリッシュなエクステリア。

落ち着きと品格を兼ね備えたウイングロード「アクシス」誕生。

「アクシス」は、乗るたびに心地よさを

感じていただくために触感、視感を満足させる

こだわりを随所に込めた。

高級感とゆとりを兼ね備えたインテリアと

エクステリアに仕上がっている。

●専用DVDナビゲーションシステム＋バックビューモニター（専用フェイスパネル、6.5インチワイド
　液晶モニター、タッチパネル、VICS［FM多重］、TV、CD一体AM/FM電子チューナーラジオ）

OPTION アクシス メーカー希望小売価格

Photo：「アクシス」 （2WD・HR15DE、E-ATx）。ボディカラーは　　トワイライトグレー（PM）〈#K21〉。内装色はブラック〈G〉。プライバシーガラス、インテリジェントキー＋エンジンイモビライザーはメーカーオプション。専用DVDナビゲーションシステム＋バックビューモニターはオーテック扱いオプション。専用フロアカーペットはオーテック扱いディーラーオプション。

1,755,600円 （消費税抜き価格 1,672,000円）

2WD・HR15DE（ベース車：15RS）

2WD・HR15DE（ベース車：15RX）

1,929,900円 （消費税抜き価格 1,838,000円）

2WD・MR18DE（ベース車：18RX）

2,115,750円 （消費税抜き価格 2,015,000円）

e・4WD・HR15DE（ベース車：15RX FOUR）

2,094,750円 （消費税抜き価格 1,995,000円）

●リサイクル料金12,620円が別途必要となります。●価格にはスペアタイヤ、標準工具が含まれます。●ホワイトパール（3P）〈＃QX1・特別塗装色〉は31,500円（消費税込み）高となります。
●寒冷地仕様は17,850円（15RXベース車のみ11,550円）（消費税込み）高となります。●保険料、税金、登録等に伴う費用等は別途申し受けます。●価格はメーカー希望小売価格です。価格は販売会社が独自に決めておりますので、それぞれの販売会社にお問い合わせください。

●価格にはメーカーオプション及びオーテック扱いオプション、オーテック扱いディーラーオプションは含まれておりません。●持ち込み登録のためグリーン税制は適用されません。※装備・仕様の詳細は47ページの主要装備一覧をご覧ください。

〈オーテック扱いオプション〉



お問い合わせはお近くの販売会社、 
または右記フリーコール 
（携帯・PHSも対応）へどうぞ。 ＞＞受付時間 9：00～18：00〔月～金（祝日を除く）〕 

0120-116-527オーテック 
コールセンター w w w. a u t e c h . j p /

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上
のために記録し活用させていただいております。また、販売会社等か
らご返答させていただくことが適切と判断した内容は必要な範囲で
情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせてい
ただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。なお、株
式会社オーテックジャパンにおける個人情報の取り扱いに関する詳
細は、右記「オーテックジャパンホームページ」に掲載しております。 

Ride r&AX IS
Body  Co lo r

●（3P）は3コートパール、（M）はメタリック、（PM）はパールメタリックの略です。●印刷インキの性質上、実際の塗色とは異なって見える場合があります。●内装色はブラック〈G〉となります。 

 ホワイトパール（3P） 
〈#QX1・特別塗装色〉 

 ブリリアントシルバー（M） 
〈#K23〉 

 スーパーブラック 
〈#KH3〉 

 トワイライトグレー（PM） 
〈#K21〉 

46 47

 WINGROAD Rider/AXIS

■ウイングロード「ライダー」主要諸元

■エンジン主要諸元、■変速比・最終減速比はベースとなる車種と同仕様です。なおベースとなる車種の仕様装備はＰ
38の「ウイングロードエンジン主要諸元」、「変速比・最終減速比」をご覧ください。
「ライダー」は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等では路面などと干渉する場合があります。
あらかじめご承知おきください。
●「ライダー」は持込み登録でオーテック扱いとなります。

〈 〉は専用大型ルーフスポイラー（オ－テック扱いオプション）装着時

●ベース車 車名型式

●運転タイプ

エクストロニックCVT-M6
エクストロニックCVT
フルレンジ電子制御4速オートマチック〈E-ATx〉

●車種記号

●寸法

全長 mm
全幅 mm
全高 mm
室内寸法 長×幅×高 mm
ホイールベース mm
トレッド 前/後 mm
最低地上高 mm

●重量・定員

車両重量 kg
乗車定員 名

車両総重量 kg
●性能

最小回転半径 m
●諸装置

駆動方式

ステアリングギヤ形式

サスペンション 前/後

主ブレーキ 前/後

タイヤ 前・後

車種

諸元

●専用フロアカーペット ●プラスチックバイザー（グラデーションタイプ）

ディーラーオプション

●専用フロアカーペット ●プラスチックバイザー（グラデーションタイプ）

ディーラーオプション

2WD e・4WD

HR15DE MR18DE HR15DE
ベース車

15RS 15RX 18RX 15RS FOUR 15RX FOUR
ニッサンDBA-Y12 ニッサンDBA-Y12 ニッサンDBA-JY12 ニッサンDBA-NY12

●

●

● ● ●

TDUARGA Y12 TDUARHZ Y12 TDSARHW Y12 TDUNRGA Y12 TDUNRHA Y12

EDATBNAZ EDATBNAZ EDATBNAZ EDATBNAZ EDATBNAZ

4475

1695

1485〈1495〉 1510〈1520〉

1955×1395×1210 2055×1395×1210 1955×1395×1210 2055×1395×1210

2600

1475/1480

140 140 140 160 160

1200 1220 1260 1290 1300

5

1475 1495 1535 1565 1575

5.2

前輪駆動 電動4WD
パワーアシスト付ラック&ピニオン式

独立懸架ストラット式/トーションビーム式

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

195/55R16 87V

＊不可視光線です。★日産オリジナルナビゲーション（ディーラーオプション）もご用意しておりますので、詳しくはオプショナルパーツカタロ
グをご覧ください。◆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。（注1）インテリジェントキーはリモートコントロールエントリ
ーシステム機能付となります。（注2）高性能クリーンフィルターを装着した場合、クリーンフィルターは装着されません。なお、ディーラーオ
プションでもクリーンフィルター「花粉・におい・アレルゲン対応タイプ」をご用意しておりますので、詳しくはオプショナルパーツカタログを
ご覧ください。（注3）スピーカー、ハーネス、アンテナは装着されます。（注4）DVDビデオ/DVDオーディオ等の再生が可能です。ただし、デ
ィスクの種類によっては再生できない場合があります。また、DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW/DVD-R DL/DVD+R DLディスク
は、ディスクや記録状態によっては再生できない場合があります。DVD-R DL/DVD+R DLは、記録状態によってはレイヤー（1層/2層）の
切り替え時に映像や音声が途切れる場合があります。DVD-RAMは再生できません。（注5）カーウイングスナビゲーションシステム（HDD
方式）を装着した場合、インストアッパーボックス（リッド付）は装備されません。カーウイングスナビゲーションシステム（HDD方式）を装着
し、カーウイングス無料サービスにお申し込みいただくと、会員登録センターより通信ケーブルを1本のみ無償でお届けいたします。ハンズ
フリーフォンのみご利用いただく場合の通信ケーブル（ディーラーオプション）は別売となります。通信ケーブルは、携帯電話の通信方式によ
って仕様が異なります。ワイヤレス接続のBluetooth®ハンズフリー機能はBluetooth®対応の携帯電話のみご利用いただけます。携帯電話
によっては、ご利用できない機種がありますので、詳しくはカーウイングスホームページ（www.nissan-carwings.com）の「適合携帯電話
一覧」でご確認いただくか、カーライフアドバイザーにお問い合わせください。（注6）「カーウイングスナビゲーションシステム（HDD方式）」
と「専用サウンドシステム」の同時装着はできません。（注7）CDはディスクの種類によっては再生できない場合があります。（注8）WMAは
バージョンによっては再生できない場合があります。（注9）寒冷地仕様のリヤワイパーはスチール製となり、形状が異なります。（注10）ベー
ス車：15RXには大型バッテリーが標準装備されます。●2011年7月にアナログテレビ放送は終了となります。地上デジタル放送をご覧にな
るには、ディーラーオプションの地上デジタルテレビ放送用のチューナーをお求めください。
●プラズマクラスター、プラズマクラスターイオンおよびPlasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。●BluetoothおよびBluetooth
ロゴは、米国Bluetooth SIG.Inc.の登録商標です。●カ－ウイングス/CARWINGSは日産自動車株式会社の登録商標です。●「iPod、著作権
のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の
侵害は法律上禁止されています。iPod®は米国およびその他の国で登録されているApple Computer, Inc.の登録商標です。」

表内の緑文字は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。

●「メーカーオプション」、「オーテック扱いオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場またはオーテックで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

■「ライダー」セットメーカーオプション一覧表
セットメーカーオプション装備

◆1 カーウイングスナビゲーションシステム（HDD方式）、サイドブラインドモニター、バックビューモニター、ステアリングスイッチ）
◆2 インテリジェントキー、エンジンイモビライザー

希望小売価格（消費税込み）
336,000円

57,750円

2WD e・4WD
HR15DE MR18DE HR15DE

ベース車
15RS 15RX 18RX 15RS FOUR 15RX FOUR

車種

グレード別装備
■視界
バイキセノンヘッドランプ
（ハイ/ロービーム、プロジェクタータイプ、オートレベライザー付）＋アクティブAFS
専用フロントフォグランプ
プライバシーガラス〈リヤドア、リヤサイド、バックドア〉（UVカット断熱機能付）
電動格納式リモコンカラードドアミラー
サイドブラインドモニター（カラー、赤外線LED＊、左側車幅/前端表示機能付）
バックビューモニター（カラー、車幅/距離/予想進路線表示機能付）
■運転席まわり
専用本革巻3本スポークステアリング
ステアリングスイッチ（オーディオ、ハンズフリーフォン）
専用ブラックコンビメーター
インテリジェントキー（運転席・助手席・バックドア感知、作動確認機能付） （注1）
エンジンイモビライザー（国土交通省認可品）
専用フィニッシャー
（コルク調ブルーブラック色）

メタル調フィニッシャー
メーターまわり
シフトパネル、灰皿

■空調
インテリジェント プラズマクラスターイオン®フルオートエアコン（除菌機能付）
エアコンシステム 排出ガス検知式内外気自動切換え機構
（ワンタッチクリーンスイッチ付） 高性能フィルター（花粉・におい・アレルゲン対応タイプ）（注2）
■オーディオ/ナビゲーション
オーディオレス★ （注3）
6スピーカー
カーウイングスナビゲーションシステム（HDD方式）（高精細7インチワイド液晶モニター、マルチファンクション
スイッチ/タッチパネル併用操作、TV、ハンズフリーフォン、VICS［FM多重］、ボイスコマンド、Bluetooth®、
車両情報表示機能、DVDオーディオ&ビデオ再生機能、ミュージックボックス） （注4）（注5）（注6）

CD一体AM/FM電子チューナーラジオ（MP3/WMA再生機能付、
サウンドフォーカス、デジタル時計（ON/OFF切替タイプ）組込み）（注7）（注8）

ルーフアンテナ（ロッドタイプ）
専用サウンドシステム（2DINタイプ：MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ、
MP3/WMA再生機能付、iPodコントロール、200W） （注6）（注7）（注8）

iPod®アダプター
専用スピーカー（フロントドア部×2・リヤドア部×2）

■シート/内装
専用シート地（ジャージ）
専用ドアトリム地（ジャージ）
運転席シートリフター（ラチェット式）
リヤシートスライド
リモコン可倒式リヤシート
■ラゲッジルーム
トノカバー
ラゲッジルーム電源ソケット（DC12V）
■外装/タイヤ・ホイール
専用フロントグリル
専用フロントバンパー（メッキグリル付・フォグランプ組込み）
サイドシルプロテクター
専用リヤバンパー（エキゾーストフィニッシャー一体タイプ）
専用マフラー
専用ネーミングエンブレム
専用16インチ光輝アルミホイール（16×6JJ、オフセット：42、P.C.D：100（4穴））
専用195/55R16 87Vタイヤ〈TOYO PROXES T1R〉
専用大型ルーフスポイラー
リヤコンビランプ（インナーレンズ付）
■安全/メカニズム
専用スポーティサスペンション
■寒冷地仕様
リヤヒーターダクト、ヒーター付ドアミラー、大型バッテリー （注9）

94,500円

31,500円

◆ 1
◆ 1

◆ 1

◆ 2
◆ 2

63,000円

◆ 1

◆ 1

78,750円

15,750円

57,750円

17,850円

◆ 1
ベース車標準 ベース車標準 ベース車標準

◆ 1
◆ 1
◆ 1

◆ 1
◆ 1

■ウイングロード「ライダー」主要装備一覧
標準装備 メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）
ライダー特別装備 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」はベース車に対し、下記の仕様装備となっております。なおベースとなる車種の仕様装備はP36・37の「ウイングロード主要装備一覧」をご覧ください。
また「ライダー」は表記以外のメーカーオプションは設定がございませんのでご了承ください。

◆ 1

◆ 2◆ 2

◆ 1

◆ 2

◆ 1

◆ 2

インストアッパーボックスリッド、オーディオまわり、ヒーター
コントロールパネル、シフトノブ、ステアリングフィニッシャー

◆ 2◆ 2 ◆ 2 ◆ 2

◆ 1 ◆ 1 ◆ 1

◆ 1 ◆ 1 ◆ 1

ローハイト

11,550円（注10）

ベース車標準 ベース車標準 ベース車標準

ローハイト

◆ 2
◆ 2

ローハイト

メーカーオプション、
オーテック扱い
オプション
希望小売価格
（消費税込み）

2WD e・4WD
HR15DE MR18DE HR15DE

ベース車
15RS 15RX 18RX 15RX FOUR

車種

グレード別装備

メーカーオプション、
オーテック扱い
オプション
希望小売価格
（消費税込み）

■ウイングロード「アクシス」主要諸元

＊不可視光線です。★日産オリジナルナビゲーション（ディーラーオプション）もご用意しておりますので、詳しくはオプショナルパーツカタロ
グをご覧ください。◆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。（注1）インテリジェントキーはリモートコントロールエントリ
ーシステム機能付となります。（注2）高性能クリーンフィルターを装着した場合、クリーンフィルターは装着されません。なお、ディーラーオ
プションでもクリーンフィルター「花粉・におい・アレルゲン対応タイプ」をご用意しておりますので、詳しくはオプショナルパーツカタログを
ご覧ください。（注3）スピーカー、ハーネス、アンテナは装着されます。（注4）DVDビデオ/DVDオーディオ等の再生が可能です。ただし、デ
ィスクの種類によっては再生できない場合があります。また、DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW/DVD-R DL/DVD+R DLディスク
は、ディスクや記録状態によっては再生できない場合があります。DVD-R DL/DVD+R DLは、記録状態によってはレイヤー（1層/2層）の
切り替え時に映像や音声が途切れる場合があります。DVD-RAMは再生できません。（注5）カーウイングスナビゲーションシステム（HDD
方式）を装着した場合、インストアッパーボックス（リッド付）は装備されません。カーウイングスナビゲーションシステム（HDD方式）を装着
し、カーウイングス無料サービスにお申し込みいただくと、会員登録センターより通信ケーブルを1本のみ無償でお届けいたします。ハンズ
フリーフォンのみご利用いただく場合の通信ケーブル（ディーラーオプション）は別売となります。通信ケーブルは、携帯電話の通信方式によ
って仕様が異なります。ワイヤレス接続のBluetooth®ハンズフリー機能はBluetooth®対応の携帯電話のみご利用いただけます。携帯電話
によっては、ご利用できない機種がありますので、詳しくはカーウイングスホームページ（www.nissan-carwings.com）の「適合携帯電話一
覧」でご確認いただくか、カーライフアドバイザーにお問い合わせください。（注6）「カーウイングスナビゲーションシステム（HDD方式）」と
「専用DVDナビゲーションシステム」の同時装着はできません。（注7）CDはディスクの種類によっては再生できない場合があります。（注8）
WMAはバージョンによっては再生できない場合があります。（注9）DVDビデオ/オーディオの再生はできません。（注10）寒冷地仕様のリ
ヤワイパーはスチール製となり、形状が異なります。（注11）ベース車：15RXには大型バッテリーが標準装備されます。●2011年7月にア
ナログテレビ放送は終了となります。地上デジタル放送をご覧になるには、ディーラーオプションの地上デジタルテレビ放送用のチューナー
をお求めください。
●プラズマクラスター、プラズマクラスターイオンおよびPlasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。●Bluetoothおよび
Bluetoothロゴは、米国Bluetooth SIG.Inc.の登録商標です。
●カ－ウイングス/CARWINGSは日産自動車株式会社の登録商標です。

表内の緑文字は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。

●「メーカーオプション」、「オーテック扱いオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場またはオーテックで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

■「アクシス」セットメーカーオプション一覧表
セットメーカーオプション装備

◆1 カーウイングスナビゲーションシステム（HDD方式）、サイドブラインドモニター、バックビューモニター、ステアリングスイッチ、ルーフアンテナ（ロッドタイプ）
◆2 インテリジェントキー、エンジンイモビライザー

希望小売価格（消費税込み）
346,500円

57,750円

■視界
バイキセノンヘッドランプ
（ハイ/ロービーム、プロジェクタータイプ、オートレベライザー付）＋アクティブAFS
フロントフォグランプ
プライバシーガラス〈リヤドア・リヤサイド・バックドア〉（UVカット断熱機能付）
電動格納式リモコンカラードドアミラー
サイドブラインドモニター（カラー、赤外線LED＊、左側車幅/前端表示機能付）
バックビューモニター（カラー、車幅/距離/予想進路線表示機能付）
■運転席まわり
専用本革巻3本スポークステアリング
ステアリングスイッチ（オーディオ、ハンズフリーフォン）
専用ブラックコンビメーター
インテリジェントキー（運転席・助手席・バックドア感知、作動確認機能付） （注1）
エンジンイモビライザー（国土交通省認可品）

専用フィニッシャー（木目調） センタークラスター、シフトノブ、シフトパネル、灰皿

専用フィニッシャー（ピアノブラック） ステアリングフィニッシャー、エアコン吹き出し口
■空調
インテリジェント プラズマクラスターイオン®フルオートエアコン（除菌機能付）
エアコンシステム 排出ガス検知式内外気自動切換え機構
（ワンタッチクリーンスイッチ付） 高性能フィルター（花粉・におい・アレルゲン対応タイプ）（注2）
■オーディオ/ナビゲーション
オーディオレス★ （注3）
カーウイングスナビゲーションシステム（HDD方式）（高精細7インチワイド液晶モニター、マルチファンクション
スイッチ/タッチパネル併用操作、TV、ハンズフリーフォン、VICS［FM多重］、ボイスコマンド、Bluetooth®、
車両情報表示機能、DVDオーディオ&ビデオ再生機能、ミュージックボックス） （注4）（注5）（注6）

CD一体AM/FM電子チューナーラジオ（MP3/WMA再生機能付、
サウンドフォーカス、デジタル時計（ON/OFF切替タイプ）組込み）（注7）（注8）

ルーフアンテナ（ロッドタイプ）
専用DVDナビゲーションシステム（専用フェイスパネル、6.5インチワイド液晶モニター、
タッチパネル、VICS［FM多重］、TV、CD一体AM/FM電子チューナーラジオ）

（注6）（注7）（注9）
TVアンテナ
バックビューモニター

■シート/内装
専用シート地
専用ドアトリム地
運転席シートリフター（ラチェット式）
リヤシートスライド
リモコン可倒式リヤシート
メッキインサイドドアハンドル
■ラゲッジルーム
トノカバー
■外装/タイヤ・ホイール
専用フロントグリル
専用フードトップモール
フロントバンパー（光輝モール付、バンパー下部ボディ同色）
カラードサイドシルプロテクター
リヤバンパー（バンパー下部ボディ同色）
専用ネーミングエンブレム
専用16インチアルミホイール（16×6JJ、オフセット：42、P.C.D：100（4穴））
専用195/55R16 87Vタイヤ〈ブリヂストン製 Playz〉
リヤコンビランプ（インナーレンズ付）
■寒冷地仕様
リヤヒーターダクト、ヒーター付ドアミラー、大型バッテリー （注10）

94,500円

31,500円

◆ 1
◆ 1

◆ 1

◆ 2
◆ 2

63,000円

◆ 1

◆ 1

◆ 1

157,500円

15,750円

17,850円

◆ 1
ベース車標準

ベース車標準

11,550円（注11）

ベース車標準 ベース車標準

ベース車標準 ベース車標準

◆ 1
◆ 1
◆ 1

◆ 1
◆ 1

■ウイングロード「アクシス」主要装備一覧
標準装備 メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）
アクシス特別装備 オーテック扱いオプション（ご注文時に申し受けます）

「アクシス」はベース車に対し、下記の仕様装備となっております。なおベースとなる車種の仕様装備はP36・37の「ウイングロード主要装備一覧」をご覧ください。
また「アクシス」は表記以外のメーカーオプションは設定がございませんのでご了承ください。

◆ 1

◆ 2◆ 2

◆ 1

◆ 2

◆ 1

◆ 2
◆ 2◆ 2

2スピーカー 4スピーカー 4スピーカー 4スピーカー

◆ 2 ◆ 2

◆ 1 ◆ 1 ◆ 1

◆ 1 ◆ 1 ◆ 1

◆ 1 ◆ 1 ◆ 1

■エンジン主要諸元、■変速比・最終減速比はベースとなる車種と同仕様です。なおベースとなる車種の仕様装備はＰ
38の「ウイングロードエンジン主要諸元」、「変速比・最終減速比」をご覧ください。
●「アクシス」は持込み登録でオーテック扱いとなります。

●ベース車 車名型式

●運転タイプ

エクストロニックCVT-M6
エクストロニックCVT
フルレンジ電子制御4速オートマチック〈E-ATx〉

●車種記号

●寸法

全長 mm
全幅 mm
全高 mm
室内寸法 長×幅×高 mm
ホイールベース mm
トレッド 前/後 mm
最低地上高 mm

●重量・定員

車両重量 kg
乗車定員 名

車両総重量 kg
●性能

最小回転半径 m
●諸装置

駆動方式

ステアリングギヤ形式

サスペンション 前/後

主ブレーキ 前/後

タイヤ 前・後

車種

諸元

2WD e・4WD

HR15DE MR18DE HR15DE
ベース車

15RS 15RX 18RX 15RX FOUR
ニッサンDBA-Y12 ニッサンDBA-Y12 ニッサンDBA-JY12 ニッサンDBA-NY12

●

●

● ●

TDUARGA Y12 TDUARHZ Y12 TDSARHW Y12 TDUNRHA Y12

EDATBSAZ EDATBSAZ EDATBSAZ EDATBSAZ

4415

1695

1505 1510

1955×1395×1210 2055×1395×1210

2600

1475/1480

160 160 160 160

1200 1220 1260 1300

5

1475 1495 1535 1575

5.2

前輪駆動 電動4WD
パワーアシスト付ラック&ピニオン式

独立懸架ストラット式/トーションビーム式

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

195/55R16 87V

■ウイングロード「ライダー」主要装備一覧注記

■ウイングロード「アクシス」主要装備一覧注記




