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しましま827 さま ちょっと特別な感じがまたたまらないです。
Claptoyo さま 何よりも格好良い！
ミツ さま スタイルがいいですよね。

ユウタイ さま
ベース車をメーカー直系の工場でカスタマイズしているというところがなんといっても魅力です。オタク心をくすぐる唯一
無二の取り組みだと思っております。そして、カスタム車でありながら新車保証付き。これも大きな魅力です。

snowbird さま
小さいボディの車に大きなエンジンを搭載して、羊の皮を被った夢のある車を世に出せる可能性を秘めている唯一のメー
カー系である事。

kenmary1973 さま 作りが良い

ポン太 さま
NISMOブランドとオーテックブランドで日産車の魅力を倍増させ、オリジナルと合わせてユーザーの選択肢を増やしてくれ
るところがとても良いです。

とみー さま 高級感のあるエクステリアと、湘南ブルーの色合いが好きです。

ゆたさん さま
一言でいうと特別感だと思います。
こだわりのある車に乗れるのはユーザーとしても嬉しいです。

らいた さま ニスモやオーテックで開発した物を日産として販売して欲しいです
ユキ―パパ さま スポーティで、かっこいいと思います。

コウジ さま
セレナオーテックに乗ってます。内装､外装共特別感があり大変満足しております。これからも、こだわり続けて特別な車を
創ってください。

ガレージN2 さま 歴代から現在のオ―テック車、どの車も見ていて飽きない、魅力のある大人のデザインが、良いと思います。
KJAKRS さま 良いところばかりで、悪いところがありません。
せいちゃん さま 上品良くお洒落にカスタマイズされているところが気に入ってます

JamesKoka さま
全体の感性が合うところでしょうか
所有して、乗車して、運転して、しっくりくる

伏見区のレコバファン さま かゆいところに手が届くところですかね？
れい さま オーテックブランドの価値が付与されたクルマたちは見た目も走りも良くてずっと乗り継いでいます！
阪神タイガース さま AUTECH仕様の高級感とロゴが好きです。
信玄丸 さま カラーリング、室内インテリアの配色。センスがいい。

ゆうたろう さま
オーテックさんは素晴らしいメーカーでデザイン、機能性が優れていると思います。
日産に乗る事があれば是非装着したいメーカーです。

たかたぁか さま 見た目も能力も申し分ない

ひじきわかめ さま
初めて新車で買ったのがE12ノートニスモs もう６年乗ってます
街中でも使いやすい足回り・エンジンセッティングで、踏めばスポーティに走ってくれてオーテックの車作りの技を感じて
ます

Skylinepapa さま Rider系のスタイルの良さ
ゆみ さま カスタマイズカーでも、下品じゃないカッコ良さ

つっきー さま
分かる人にしかわからないような細かなところまで丁寧に手を加えて、その車の良さをもうワンランク上に押し上げてくれ
るところ。

ぱーちゃん さま
故･櫻井慎一郎御大が日産自動車を勇退されて興されたオーテックジャパンは過去から現在まで一貫して『乗る人が更に楽し
く過ごせる』という姿勢が全くブレずに来ているのが個人的に伝わってきます。

ほっち☆ さま やはり標準車と比較してプレミアム性があるところでしょう。
Yuu さま エアロやチューニングしている車をDラーで購入出来るのは良い。
こすけ さま ミニバンでもスポーツ足まわりが最高
hiro さま 魅力的な車がたくさんある
謎の東洋人 さま CUBEの前がオーテックティーノを10年以上イジって乗ってたので好きなブランドですね。
HEAVY GAUGE さま 標準車には無い高級感でしょうか。
マイラー さま ニスモとは違ったマニアックさ言い表せませんが乗って楽しい車を作っていること。
Ｓ⭐Ｗｉｔｃｈ(すいっち) さま 通常仕様と少し違うクルマがカタログ・モデルとしてディーラーで購入・整備出来る。
S15 さま 標準車に無い特別なところ。
エスティー さま なんと言ってもカッコイイです。内装も高級感があり、最高です♪

少年S さま
E11ノートライダー(2008年式)からオーテック生活が始まり、気がついたら今のブラックラインに乗り継ぎ、合計で7年
乗ってますが、乗りやすくて、また、全てを包み込んでくれるような感じがします。
次の愛車もオーテック車と、考えるほど、虜になってしまいました(笑)

ゆっきー さま 万人向けの標準車と違い、色々なところにちょっとこだわりがあるところがベストです。

みなみ さま
新型ノートオーテックのツートンに乗っていますが、街中でもまだ走ってる台数が少なくかっこよくて買ってよかったで
す。納車から半年経ちましたが、車がかっこよすぎて眩しいです！

つよちゃん さま コロナ禍でなかなかイベントが出来なくなってますが、オーナー参加型のイベントが多くワクワクできます。
Met Signal さま オーテックの上品なカスタムが好きです。
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K.NISHIDA さま
日産のプレミアムカスタムカーブランドとしてAUTECHは良い車を提供していると思います、ヨーロッパ車に負けないオリ
ジナリティが有る車をこれからも開発販売宜しくお願いします。

MALT さま マーチ（K11　ミッドシップ）も素敵でしたし色々カスタマイズがとても魅力があるいいと思います。
ぼん さま 好みもあると思うが、標準車とは違う拘りが好きです。
トッシー さま 特別感が高いし品がある。
あきガンバ さま これからもノーマルでは物足りないユーザー向けの楽しい車を造って下さい。
はぁさん さま 他のメーカー系のカスタムに比べて、スポーツ系から福祉系まで幅広い手掛けてるところ。
hiro3 さま スポーティなところがよい。
フーライボー さま 普通ノグレードとは異なる仕様の車両を提供してくれる車作りの会社
五右衛門 さま 消滅しかけていた、オーバーフェンダーを純正で装着されたクルマを販売されたことに感動です。

銀色12SR さま
車が持っている良さを生かし拘り抜いた車造りが本当に素晴らしいと思います。
ファクトリーカスタムならではの拘り抜いた車造りにこれからも期待しています！

もりし さま オーテックのフロントの青いライトが凄い好きで、次の車はキックスのオーテックにしようかなと思います。
ナオキ さま オーテックジャパンさんのいい所はカスタマイズされた車、全車種に『上品な装飾』があることだと思います。
セブンかしわじま さま メーカー直系の安心感と信頼性。
K1 さま 独自性、希少性

よし さま
純正にはないエアロとサスペンション。車種によってはECUの設定まで変更して、同じ車種でも乗りごごちを変えている所
が素晴らしい

ばち さま おしゃれ、センスが良い
アナザー さま 少しでも特別感がある気がします。違う車種でも『AUTECH』というだけで仲間だね、思ってしまいます(笑)
あかつき さま 値段以上に走行性能にふっている点
アミノバイタル さま 標準車とは違う部品一つ一つにこだわりを持って造られた満足出来る車だと思います。

ナンカヘンダー さま
ベース車の魅力をアップさせ、かつセンス良く内外装をドレスアップしているところが、オーテック車の素晴らしさです。
クラフトマンシップが伝わってくるていねいな仕上げは、乗ってみて更に伝わってきます。

さ さま デザインがカッコいい
カルソ12(ｲﾁﾆｰ) さま ノーマル車とは一味違う、通好みの車造りをする事が出来る企業。
オーテックダイスキ さま 色andデザイン

もっちゃんライダー さま
他メーカーには真似の出来ない素晴らしい技術には感服いたしますね。
ワクワクするようなクルマをこれからも作って頂きたいです、

KBC23-AIBO さま カタログ標準モデルで、足りない部分がカスタマイズされているスペシャルモデルです。
ヤジー さま 外装のデザインがノーマル車より凝っていて、内装の質感も高く良かった
一休さん さま 特別感のある作りの仕様を作ってもらってうれしい。
haya2400 さま おもしろい車が多い。
Masa さま 高級感があって満足してます。

れん さま
いつもカッコイイデザインでどの車種も欲しいと思います
デイズルークスを購入する時もとても迷いました

j さま 新車で保証もしっかりある。普通のメーカー車両では味わえない事を体験させてくれる沼ですw
ゆき@bnr34 さま エクステリア、インテリア共に標準車との差別化、拘りを感じるデザイン
ニスモコ さま カスタマイズされた車とても素敵です。これからも素敵なデザインのカスタマイズ車出してください

ぶんじぐ さま
ベースの車体の性能やデザインを更にセンス良く魅力的に引き出してくれる。
細かなデザイン力も職人さんの技術力も最高だと思います。

しょうちゃんパパ さま あからさまでなく、さり気なく、こだわりの感じる見た目の違い　乗った人には誰もが感じる走りの違い
カズ さま いつもどんなかっこいいモデル、アイテムが次にやってくるのかが楽しみです！

トモユイ さま
走りだけでは無く、内装の高級感、ボディーの剛性、拘りのカラーどれを取ってもクオリティーが高く、オーナーに成る事
へのステータスの高さを体感出来る素晴らしい車だと思います！実際に乗って4ヶ月経ちますが、毎日が満足感で満たされ
て、生活に気持ちの余裕が生まれました。

みーやん2002 さま 今回のNISMOは最高ですよね。現車も見ずにyoutube見て契約しました。

あうてち さま

オーテックジャパンの良いところは…
無論ユーザーを大事にしてくれるスタンスがハッキリ見えるところ。
オーテックジャパンのクルマの良いところは…
チガサキワクワクモータースみたいな元気良いクルマから
ジェントルかつシックに乗れるクルマがあるってところですかね？

わくたか さま ブルーがかっこいい　ノートオーテッククロスオーバーの内装が好き
OZK さま そのままでも出足、伸び、剛性申し分なくいい乗り心地です。
hiro2ch さま 走りと乗り心地、そして特別な装備。オーテックブルー。

エッチデーデー さま 上品なカスタムが施されていて、一味違うクルマに仕上がっている所が気に入っています。次もオーテック車を買います！
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川くま さま 地元密着として色々な活動、オーテックオリジナルの豊富なバリエーションの車で、大変期待：大です。
てる@日産党 さま オーテック車の走りの良さはとても好きです。
ノブ さま オーテックブルーがたまりません。
ランボー さま ブルーのライト。
タカ さま 上質なところ
だいちパパ さま ライダー専用エアロが良いです
典つく さま ノーマルとは一味違うお洒落さ
しみたく さま スタイルがいい。
SFj さま コスメチューンばかりでなくメカニカルチューンを頑張って欲しい
まいちゃれ さま 改造車でありながら、ディーラーで保証が受けられる、信頼性がある。
トリさん さま ノーマルでは物足りなく、オーテック仕様が気に入ってます。

moba さま
残念ながらコロナの影響で、リアル無い里帰りMTGが2年連続で中止となりましたが、オンラインでの開催とか、ユーザー
思いで素晴らしい！

ダイさん さま 日産標準から足回りの強化をされたり、フロントエアスポイラーがメッキで付いたりと違うところ。
聖護院 さま 車体に補強が入っている所
SSR さま 純正で、仕上げるエンジンの凄さだったり足回り、補強パーツは素晴らしいと思います！

もいちゃ さま
爽やかでスタイリッシュ、そして高級感がある見た目が大好きです。
細部へのこだわりがあり、所有感溢れる統一されたカスタムがオーテックジャパンのいいところだと思います！

TD さま
純正ともNISMOともちがった上品でいてシャープなデザイン、どうしてそれをやろうとしたのかと疑問に思う様なチューニ
ング内容や改造の施された車種(S15ヴァリエッタ、S15オーテックVer、ボレロA30等)があるところ。

taka さま 昔、オーテックセフィーロやステージア260RSに憧れてました。また、あの頃の様な魅力的なクルマをお願いします。

弥太郎 さま
ハイウェイスターも良かったのですが、ハイウェイスターは、使用している方も多く、周りとはちょっと違うセレナにした
かったので、こちらを選びました、落ち着いた内装にブルーのアクセントもお気に入りです。

タイG さま
カスタムカーとしての完成度の高さと改造車にありがちな不安が一切なく乗っているときの絶対的な安心感が素晴らしいと
思います。完成度がありながらも自分好みにチューニングする余地も残されている様な日産車らしさが残っているのも好き
です。

54B さま NISMOより大人が乗れる落ち着きのあるRiderが好きです
ゆうあこ さま ニスモグレードと違った大人しい外観と内装が好きです。
katope77 さま エンジン等は全く同じですが、革のシート等の内装をグレードアップしているだけの車ですが、凄く満足してます。

さならいだー さま
時代の変遷で　一昔前には戻れないけど　それでも　時代に合わせて　できる限り　走りとかスタイルもスポーティにこだ
わる所が素晴らしいと思う。他社も真似してますしね。笑
それって　かっこよさだったり　羨ましいとか　思う人がいるって事ですよね。

脱力中年 さま
現在は大人のためのクルマ造りがメインですが、今までにスポーティタイプや今のクルマの源流となる派手目タイプ、高級
路線のモデルも開発し、ユーザーにいろいろ選べる選択肢を与えてくれたのはとても嬉しい。

ハムさん さま
落ち着いた外観だけど、中身はしっかりとした走りが出来る車。
特に落ち着きのある外観は、年配者でも周りを気にせず乗れる車作り。

もりさと さま 見た目だけでなく機能性能も意識したカスタマイズになっていること
ぶぅ さま 圧倒的存在感、オーテックブルーのカッコよさ
こーたろーHPS さま ちょっと見た目が違うだけ、なんだけど、高次元でバランス良く造られていると感じます。
トシポン さま いくつになっても、AUTECHさんの車はカッコいいし、男心くすぐられます。
やさしい悪魔 さま さりげない感じのチューニングが良い。

スカイ さま
ドレスアップカーやチューニングカーを量産モデルで開発してくれる
かなりマニアックな限定車を開発してくれる(マーチ A30 ボレロ等)

ゆずみつ さま ベースに対して、必ずカッコ良くなるところが良い。
千葉主任 さま 人とは違うラグジュアリー感
スカイラインまさ さま 統一性のあるカーラインナップが魅力的です。

naco さま
私がパッと見て『カッコいい』と思う車はAUTECHが9割以上です。色のコントラストや素材など内装も素晴らしい！車好
きにとって飛びつきたくなるような仕様も多々取り入れており、AUTECHの車以外乗れないです★

kuwagi さま メーカー直系のカスタムなので全てにおいてクオリティーが高い所
とし さま 上質な車造り。
タマチャン さま デザインセンスがいい

ウエスギタクヤ さま
外装、内奏ともに作り込みが丁寧です。
また、マーチNISMO-Sに至っては、外装内装はもちろんのこと、足回り、ボディの強化、エンジン換装まで行い、価格が
「この価格で良いの？」と思わせる程の低価格。これからも良い車を供給して下さい。

アキ さま オーテックブルーが大好きです！！
ふ@議長 さま 格好良さと頑丈さ
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タナカ さま クルマがしっかり作り込まれているので乗っていて安心です
ポントモ さま AUTECHはとにかくカッコよい
ジョージ さま デザイン、色、走りと全てが最高です。

ササトシ さま
エアロパーツを含めたデザインが目を引いて格好いいと思います。スポーツカーとして完成されていて価格もお手軽なとこ
ろ。

エルグライダー さま Riderグレードが無くなったので残念です。

かーず。 さま
以前はマーチニスモ→ノートニスモに乗っていましたがカッコ良くてとても好きです。オーテックの青いカラーもとてもキ
レイな色で素敵です。

はるちょん さま まずオーテックブルーって色がいい、他にも細かいところの気配りが良い
笑太郎 さま 特別感があります。

kuronekoE52 さま
同じ日産の車でも　人とは違ってちょっとおしゃれ、ちょっと違うマスク等、おしやれにカスタムされていて　乗っている
だけで　ちょっと自慢したくなる車だと思っています。

セレナ君 さま 一言でうと、シンプルにカッコイイ。飾らないカッコよさがありますね!
yoppy_design さま これからもユニークでカッコいいクルマをつくってください^ ^
まつくん さま 積極的にレース活動をしているところ。

y60driver さま
馬力が大きい、スピードが速い、というだけでなく乗る楽しさや質の良い仕上げを追及するところが良い。なおかつ福祉車
両も使う人の事を考えた造りで使いやすいです。

もりたま さま 桜井眞一郎さんの血統
ZeRo さま 派手すぎない高級感あるデザインが最高です。

y-mine さま
独創性やこだわりのある商品をずっと開発されている所は良いですね。若いころＲ３２に乗っていてオーテックが発売に
なった時は衝撃的でした。

ルークスパパ さま 女房の車がデイズルークスのオーテックハイウェイスターです！！

シルバーノート さま

ある時には社会貢献で世の中に役立つ車を多く輩出している一方で、他人とは違った個性を表現している所が良いと思いま
す。社会貢献という面では、母が介護の仕事をしていますが、キャラバンやセレナといった福祉車両は高齢者や身障者の介
護に非常に役立ち、まさに世の中に無くてはならない重要なクルマだという事を実感しているそうです。
個性に関してはオーテックやニスモなど、一人一人が違うクルマに対する好みに上手くマッチするように色々な個性を持っ
たラインナップがあると思います。他メーカーにも個性的なラインナップはありますが、オーテック車は一台に対する拘り
が他メーカーのクルマよりも一歩抜きん出ているように感じます。
自分はオーテックの控えめなデザインの中に上品さと気品を兼ね備えた姿が非常に好みで、ノートに限らずリーフやエクス
トレイルやセレナも非常に良く纏まっているデザインだと思っております。
それらに組み合わされる湘南ブルーは青が好きな自分にとっては非常に魅力的に見えます。ボディーカラーに特に拘りが無
かった自分がここまで夢中になったのは今まで初めてです。

社長 さま 自分の年代には憧れでした。
やすひろ さま 派手さを抑えたカッコ良さ

ヒナポコリン さま

オーテックジャパンとの出会いはマーチ12SRとの出会いでもありました。
とてもこだわりを感じさせ、それでいてマニアックな香りを見にまとい所有していた期間は幸せな時間でした。
今はニスモSで角が取れた感じですが、ニスモとオーテックそれぞれのこだわりを感じてとれる良い車に出会えたことに感謝
してます。これからも、ワクワクさせてくれるような車作りをお願いします。

1103 さま
ベース車両を知り尽くした上での走行＆動力性能やエクステリアの向上がオーテックならではだと思います。また、ノー
ト・クロスオーバーはオーテックらしい商品で素晴らしいです。

ふうパパ さま かっこいい。高級感がある。
マキシ さま 飾りすぎずさり気ないカスタムパーツと、上品な雰囲気が好きです。
なま@NAよっしー さま 標準車にはない個性が溢れていて、特別な気持ちのさせてもらえます。
TIKI さま ニスモのように攻撃的ではなく、上品で大人的に落ち着いてお洒落なところ。
カゼ さま AUTECHの車は、細部まてカスタムされ、メッキパーツも多用されてて、最高です。
アングラーすぎ さま さすがメーカーのカスタムだと思います。見た目、スタイル最高です！
ひでちゃん さま 日産のラインでは出来ない、自由な発想が魅力。
パナボー さま やはりエアロ及びチューンアップです。誰がみてもカッコイイと思えます。

ビール好き さま
以前s14シルビア後期に乗ってました。
オーティクジャパンのシルビアに憧れてました。当時はどうしても手が届かなくて😅😅
また機会があれば違う車種でも良いのでオーティクジャパンが制作した車に乗りたいです😄😄

りゅう！！ さま それは　やっぱり　インパクト　影響　それによる　共感性の高いところです。
けぼちん さま 煌めくブルー色オーテックカラーがめっちゃ気に入っています。
W-Master さま カスタマイズのツボをピンポイントで押さえていると思います！！
nismo応援 さま 車の魅力度を抜群にあげるとこ

Bluestarangel さま
AUTECHシリーズはどの車種も細部まで拘り作り上げられていて上質で所有する喜びやドライブの楽しさとっても大好きな
車達です



ハンドルネーム オーテックジャパンの良いところ、オーテックジャパンのクルマの良いと思うところを教えてください
こうちゃん3554 さま 特別感満載で乗るのが楽しくてたまりません。とにかくカッコイイです。デザインが最高です。
おさぼり店長 さま 特別感というかエレガントさ、上質感を醸し出している。
アルデバラン さま 自分的には日本のアルピナだと思ってる
クロシオ さま 過去に短期間でしだがオーテック様の車両内装部品関係の仕事をさせて頂いたのが自分の自慢です。

dadodado さま
オーテックの車は、通常のグレードとはひと味もふた味も違う、細部に凝った作り込みを感じる事ができる、もはや、別
物、また手にしたものにしか解らない、まさにオーナーだけが優越感に浸る事が出来る特別な車です。‥って感じさせてく
れると思っているのは私だけでは無いはず？？？（笑）

けん さま デザイン性が好きです

キャプテン さま
オーテック仕様の車両は標準グレードにはない特別感があり、一際目立つグレードで、とても気に入ってます。次回購入
も、オーテック仕様にする予定です。

すどう さま

メーカー直系のカスタムで信頼でき、標準車に無い細かな良さと優越感があり、飽きない。
気が付けば我が家はAUTECH車が3台
E52 　ライダー　ブラックライン
E12　モードプレミア　ツーリングパッケージ
K13　ニスモS

コバケン さま
車検の時に借りた車がリーフのオーテックで質感が良かったです。
改善点はデイライトの青が駐車場で停車時には電動パーキングに入れれば消える仕様にしてほしいですね。夜とか車中泊す
る際に周りの車に迷惑かけると思って買い替えは考える点ですね。

hiroid さま デザイン良しで、個性があるので長く乗り続けたいです。いざ加速!高速ではプロパイロットにお任せ。
とも。＠元ブロアムL さま 最近の意欲的な新型車も良いですが、ユーザーに寄り添った特装車も大好きです。
ナド さま モダンなグレードを発信してくれる所が好ましい
ヤスヒロ さま 普通とは少し違う素敵な車に乗れます。メーカーと同じ安心感で乗れるのがいいですね
あきら さま センスの良さ、
ひろなな さま ディーラーで買える安心感。完成された足回りやエアロ
かっぴ さま さりげなく範囲のチェーンアップやデザインアレンジ
カズ さま スタイリッシュでカッコいい。デザイン、技術にこだわりを持って取り組まれてるのが好感が持てる。
あさたけ さま 車好きには非常にそそられる、魅力ある車、ありがとうございます。今後も期待しています。
けい165 さま riderのデザインはカスタムする必要が無いぐらいカッコイイ！
こまやん さま スタンダードグレードより大人びたり、スポーティなところ

haru555 さま

オーテックジャパンと聞いて特装車を思い出します。NISSAN社のチューニングを行う会社と存じています。特にほしかっ
たのは、マーチボレロのような他にはない車を持ちたいと思います。最近では伊藤かずえさんのシーマレストアに貢献され
たと聞いております。車のあらゆることを知り尽くした会社だと思っています。NISSANにとってはなくてはならない会社
だと思っています。

まちこさん さま 色々な方向性へ車を使うユーザーの可能性を広げているところ。（レースシーンからチェアキャブなどの特装車まで）
ヴァリアール さま さりげなく人と違った所。
カチホロ さま 上質な作りだと思います

じろう さま
オリジナルには無い、痒いところに手が届くようなアイテム、車作りが良いです。
本当に車が好きな人達が、自分達で楽しみながら全国のオーナーに向けて、情報や車を提供されているのでいつも楽しみな
がら見させていただいております。

Ｋｏ－ さま
AUTECHブルーは、華やかながら落ち着いていてしっかりと自己主張できている、今まで見てきた車の中で、最も良いカ
ラーだと思います。

かきちゃん さま
やっぱり格好良い。ルークスにもAUTECHの設定があったらAUTECH仕様を購入したと思うのですが残念ながら設定がな
く、泣く泣くNORMAL仕様を購入しました。そういう人多いと思いますよ。

山達 さま 人とは違う個性があるところ。
たかくん さま 他の車より外観が個性があり、内装も高級感があり、クラフトマンシップがある。

チガ さま
Riderは、日産の枠を越え、AUTECHらしい車作りでとても好きなシリーズでした。
AUTECHシリーズになってから、日産のエンブレムが装着されたり、ハイウェイスターベースの外装になったりと個性が
減って残念ですが、今後に期待してます。だってオーテックジャパンですからね！

よしむ さま
昔、シルビアなどでオーテックと言うのを初めて耳にしました。
歳も重ねて、一度、機会が有ればオーテックの走り味も感じたいです。

風雅 さま 趣味的なモディファイをする。それがマニアに刺さる仕様でちゃんと作り上げるところが好みです。
v1500m さま やはり、市販の日産車をベースにした、特別感のある　車種製作が魅力
ぎぃー さま 外観、見た目がカッコいい。
ぐさお さま NISMOやRiderのような楽しいクルマ作りが電気自動車などにも引き継がれているところ
骨接ぎ屋 さま 一目惚れで購入しました。
新米パパメカニック さま 洗練されたブルーのボディカラーがカッコいいです。
Yoshito さま 標準車と異なるカスタムが施されているので、所有出来ることに喜びを感じさせてくれる。
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step105 さま
イメージはスポーティー且つプレミアム。上品ですね。セレナC27に乗っていますが、車高調にしなくても適度な硬さとし
なやかさがちょうどいいです。フェンダーの隙間がもう少し詰めれてたら最高でした。
ハンドルの触った感じとかシート生地やインテリアの色使いなど、質感が非常に良いです。

よしくん さま さりげない改造
ウメッシュ さま 特徴的な車を純正で出している点。SACHSの足回りが気に入っています。
村山純哉 さま 毎回出てくる車は外観が格好良いだけではなく性能も良いところです。

kuroserena さま
ユニークな一台に乗れるブランドは非常に価値の高い車と考えます。
初めてのautechオーナーですので、末永くお付き合いしたい一台になるかと思います。

メタ太郎 さま
e-POWER AUTECH SPORTS SPECに乗っていますが、外観は普通で、実は走りにこだわって作られている車と言うと
ころが気に入っています。
あとは書き切れないので、「メタ太郎」の名前で掲載していただいたオーナーズボイスを見ていただければと思います。

muwan さま ノーマルとは違う所
どりふーと さま 見た目もカッコよく、楽しく走れる、魅力的な車を沢山作っていて、とてもいいと思います。
Fune3 さま AUTECHブルーが好きです。

ミッティ さま
普通の車と違って特別な車という認識なので、優越感が味わえます。
〇〇台限定車とかってなんか良くないですか～？

ひらりん さま 運転していて楽しくなるのがオーテック車のいいところですね。

どいん さま
オーテックジャパンの車は相変わらず質感は非常に良いと思いますがAUTECHシリーズになってデザイン（外観、室内共
に）が統一され、どの車種も同じようで感動が少なくなってきたように思います。Riderシリーズは車種ごとにもう少しワク
ワクがあったように思いますが。

みゅーびっく さま スタイリッシュなところ
まる さま 派手さはないが、渋くてかっこいい、車作り。

ひろもんパパ さま
独自のデザインとエッセンスを加え、単なる量産車から少しだけですが所有者にオンリーワンな感じの優越感を与えてくれ
る所でしょうか。
 52エルグランドRiderの前期は、Riderのデザインの中で最高であると思っています。

エビさま さま
質の高いクルマ作りをしているのが好印象で、また昨年は伊藤かずえさんのY31セドリックシーマのレストアで高い技術力
を見せてくれ、日産車を所有する事の喜びを感じました。

たくみったま さま 青がきれい！&ニ○モより大人びた雰囲気！
インギー♪ さま オーテックブランドの車はどれも魅力的で格好いいです。また、メーカーのチューンドカーなので安心して乗れます。
Redさん さま ノーマルじゃ無い　カッコよさがあります

ウチの猫はニコ さま
試乗車や代車、友人の車で様々なAUTECHを乗らせてもらいましたが、メーカーチューンで保証も付いてアレだけの完成度
は流石だと思います。
いつも予算ギリギリでの購入なので、AUTECHやnismoは買えませんが、いつかは乗りたいと思います。

オッギー さま
個性的でこころに刺さる魅力がある。なのでここまで購入してきた。日産の車を買った！ではなくオーテックの車を買って
ると思わせるところが良いと思う。

そで さま 欲しいプレミアムなエッセンスを加えてくれる、玄人集団だと思う。

岩(がん)ちゃん さま

他のメーカーや日産車とは少し違うぞ、という個性的な車を、メーカー保証を付けて提供してくれるところが、オーテック
ジャパンの良いところだと思います。
(当然、社員皆さまの熱い思いと地道な努力のおかげですが)内外装の上質なデザインや走行性能の向上を(ユーザー向けには)
サラッとやってのけるところに、頭が下がる思いです。
オーテックジャパンのクルマは見て・触って・乗ってみれば、「おっ、良いクルマだな」と感じてもらえるはずです。

よねっち さま デザイン、風格、個性のバランスがよくとれており、所有し、乗るたびに満足感があがっていく
クロリン さま ニスモにない、ブルーからが好き！

ロイヤルライン さま
なんと言っても、ベースグレードにはない仕様のインテリアやエアロ仕様、車によってはエンジンが特別仕様だったり特別
感あるのが良いと思います。

YUSERI さま
拠点である湘南・茅ヶ崎の海をイメージをしたオーテックシリーズが良かったです。
ブルーがほとんど標準グレードでは選べない色で、大人っぽく特別感ある良いカラーでした。
NISMOの方もe-POWERを活かして"スポーティな走り"を味えるのも良かったです。

ハマの大魔人 さま 個性溢れる車作りが出来ている会社
しもっさん さま とにかくプレミアムかんが凄い！カッコ良すぎます！
うちたつ さま モータースポーツに貢献している。パーツのデザインが良い。
ishisaka さま カッコイイ。

ましろ さま

「特別架装」というオリジナリティと所有欲を満たしてくれるところが他メーカーと一線を画しているところだと思いま
す。日産の車種ラインナップにほとんどの車がオーテックが手がけたクルマが多いということがよくわかります。
またモータースポーツのサポート、フィードバックしている点もとても好感が持てます。
未来のクルマ作りになくてはならない会社だと思います。

くま2315 さま 私の乗りたい車、操る楽しさ、車の持つ本来の楽しさを、引き出してくれる。



ハンドルネーム オーテックジャパンの良いところ、オーテックジャパンのクルマの良いと思うところを教えてください
みっちゃん さま 純正チューニングの良さ
かいちん さま 少し他と違った外観
新型リサイクル班のY氏 さま 良い意味でこだわりオタク集団だと思います。だからこそこだわりのある名車が沢山生まれたのだと思います。

かみら@C26ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ・S乗り さま
職人気質を今の時代に残している会社であり、メーカーが手を出しにくい、出せない所に手を出し一段上の車両へと変身さ
せる事が出来る事。
素で改造されているので後々の改造費用が必要無い事（笑）だと思います。

サワン さま

純正で個性のある仕様を制作されて、更には新車保証が普通に付くのが非常に魅力です。
今まで、Ｋ１２マーチの１２ＳＲ、Ｅ１１ノートのエアロスタイル、Ｃ２６ハイウェイスターVエアロモード+Safety、Ｃ
２７ハイウェイスター防水シート車、Ｅ１２ノートnismoとAUTECH扱いの車が歴代です。個性及び特徴がある物を選ぶと
AUTECH扱いやAUTECHチューンの車になっています☆

かんなの母 さま オーテックの車の展示車を見てきましたが良いですね。
Metta83 さま 個性、完成度の高いクルマです。
BTBEE さま 従来の日産車ともニスモとも違う高級感があってとてもかっこいいと思います！

ハム太郎 さま
日産のファクトリーカスタムモデルとしてどの車種においてもトータルコーディネートができていると感じます。また、
スーパーGTにも参戦されていて、その技術が活かされていると思うと誇らしくなります。

アニサキス さま 質感、デザイン
ニスモ55 さま 任せる。
ゆうき さま ノーマルの車と違い、少し大人びたスポーティな車を乗れるというのが魅力です！
ひろ さま なんと言ってもNISMOがやりたい！仕事上で違うディーラーですが昔から好きなのはニスモ！
よしこ さま 乗り味がいいと思います！
ダマ さま 気品がある車が多い
まさ さま デザインが最高です、ノートオーテックとオーラニスモ検討中です😀😀
さんちゃん さま 特装車、AUTECHブランドが信頼出来ます。
ゴロウ さま オーテック 仕様は上品なスポーティさがあり毎日眺めて乗っても全く飽きず益々愛着が湧いてきております。
プーさん さま 派手さが無くシンプルな所　運転してみれば違いがわかる所
K さま メーカー直系チューンの安心感。
たける さま AUTECHブルーがめちゃくちゃカッコいいです！！次の車も絶対にAUTECHにします！！
GT-R好きのつばさ さま オーテックブルー(湘南ブルー)がすごく好きです！

よーおじさん さま
最初は諦めて居たところ下取りが良かったのでオーテックに出来ました。憧れていたので、とても嬉しく即契約　もちろん
オーテックブルー🎉🎉　とても綺麗な色だと思います👍👍

トラッキー さま 匠の集まり。車好きがオーテック車を見て【おっ！】と思うようなところ。

こばりん さま 購入するまで神奈川県の会社さんとは知りませんでしたが、県内産のカッコ良い車に乗っている事に自己満足してます。

ひろ1173 さま
伊藤かずえさんのシーマレストアは素晴らしいことだと感動しました。これからも魅力あるクルマの提供を期待していま
す。

西区のニスモ乗り さま 派手過ぎないしオシャレ。ノーマルよりも運転が楽しいところがいいですね。

yuma-papa さま
外観も内装もスタイリッシュ！
外観はシルバーのドアミラーや青のライト、内装はツートンカラーのシートがお気に入りです。
またAUTECHのロゴも格好良くて気に入ってます。

兄やん さま
12SRも所有していた時期がありました。
12SRは、ほんと楽しい車で運転していて楽しかったです。
諸事情で手放してしまいましたが、機会があれば中古になってしまいますが、所有したい1台です。

長野の板長 さま 量産とは違うコダワリ。
キタドコロ12SR さま 妥協しないチューニングを日産の保証付きで売っているところ

うりぼー1971 さま
オーテック車両は日産車の中でも、特に格好良くて仕上がった車両と思っております。
私の今までの車両は90%は日産車で、オーテック車両も数々乗ってます。
また今後も乗り続けますので、素晴らしい車作りをよろしくお願い致します。

ぼぶぅ さま カッコいい

fuku-taka17 さま
同じオーテックブルーでも、車種によって微妙な色合いが違うところ。車体の大きさやクラスによって、その車に合った配
色の調整を拘っているんだなと感じます。
エクストレイルのブルーはとても気に入っています。

ミッキ さま 基本は変えず、上手くチューニングをされるところ。

ＮＯＲＩ☆≡ さま
愛車のX-TRAIL Mode Premier HYBRIDは初代からタフなイメージが強いモデルのX-TRAILを落ち着いた感じの都会派に
仕立てた”AUTECH”が好みです。先代T31 X-TRAILもそうですがノーマルには無い洗練られた仕様が気に入っていま
す。

マナ1023 さま
常にブルーのLEDデイライトはカッコいいし安全性が高いと思います！
また湘南の波をイメージしたグリルやスポイラー、オーテックブルーの内装、波模様のシートもいいです！



ハンドルネーム オーテックジャパンの良いところ、オーテックジャパンのクルマの良いと思うところを教えてください
イノユキ さま とにかくデザインが好きです。内装もかっこよくてめちゃくちゃタイプです！
ｇｏｏ さま 走らせていて楽しい
たなかっち さま レースや特装車の技術を活かして色々な楽しみを支えてくれる所です。
ひろ＠E12 さま オーテックブルーは美しい色です！自分の車に塗装して欲しいです笑
tackle222 さま モータスポーツのエッセンスが適用されているところ

肉球ぷに男 さま
車に対して強い愛情とこだわりを持って、外見からは分からないボディ補強や上質なデザイン、パーツなど真摯なものづく
りの姿勢は素晴らしいと思います。

ひろっしー さま 他とはちょっと違うマニアックな感じ
チョクロク さま メーカー系とは思えないほどセンスの良いカスタマイズカー
コロン さま 品の良さや所有する特別感を味わえるクルマを造っている
TAKAHIRO さま ブルーがよく似合う。

toshi@ブラックマーチ改 さま

僕の愛車であるマーチニスモSは今年で8年目になり、大きなトラブルも無く走行距離も18万キロを突破しました。ここま
で乗ってこれたのもこのような車を世に出してくれたオーテックのおかげだと思っています。日産本社以上に車に対する情
熱を感じられる所がオーテックのいいところだと思うのでこれからもその情熱を大事にしてほしいですね。
ちなみに僕が初めて運転した車はブルーバードシルフィの教習車です。

tamaya さま
AUTECHブランド、特に近年のAUTECHグレードは所有欲を満たすプレミア感・質感が魅力です。
中古のノーマルセレナをカスタ・モービルできるコンバージョンキットをAUTECHブランドで発売しても面白いですよね。
新たな価値になると思います。
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