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しましま827
勤務先に来たお客さんのリーフに一目惚れして、今のリーフを買いました。ガソリンが高くなった今となっては、早いうち
からリーフに乗っていてよかったと思います。まだまだ乗り続けます！

Claptoyo 日産一筋11台目の最後の車にNote Autechを選びました。日産で良かったです！

ユウタイ
以前、K12マーチの12SRに乗っておりました。今は他社の車に乗っておりますが、12SRで感じたオーテック車の持つ独特
な雰囲気は忘れられません。また機会があった所有したいと思っております。

snowbird 幸運にもHNR32改BCNR33改とRB26搭載オーテック2台を所有する機会に喜びを感じています。
しゅんのすけ 昨年末にE13ノートオーラを発注しました。納車待ちです。今から楽しみです！

とみー
社会人になり最初に買った車がノートライダー(E11)で、今はノートオーラnismo(FE13)に乗り換えました。
オーテックと同じ湘南育ちです。
よろしくお願いします～！

ゆたさん
C27セレナニスモに乗っています。
街中で見かけるオーテック車両はみんな仲間だと思ってます。
これからも大切に乗っていきます。

らいた
乗継→バイク11台･トヨタ2台･日産20台(18年間Z33×4＋Z34×3＋Z34ニスモ×2台)22台目に現在セレナeパワーハイウェ
イスターV＋23台目目にアウデイTTRS限定25イャー増車。家内はルークス→デイズルークス→マーチニスモ→現在ノートe
パワーニスモ(2021ｰ9ルークスを注文して納車待ち)。次女はモコ→ルークス→現在S15＋オッティMT増車(S15温存の為)

ユキ―パパ 自分も、昔はエルグランドに乗っていたので　今日産車に乗っている方は、大切に乗って欲しいです。
ガレージN2 オ―テック車3台所有、愛用しています。よろしくお願いします。
KJAKRS 当時は無かったスポーツスペックに乗りたくてしょうがないです笑っ

せいちゃん
TC24セレナキタキツネに乗っていた頃里帰りミーティングに参加してました
また、オーテック車を購入して参加したいと思ってます

JamesKoka 初めて日産車　初めてオーテックのオーナーになって期待を裏切らない感に満足
R34GT-R大好き スカイライン大好き人間です。

伏見区のレコバファン
スポイラーレス仕様の12SR、可愛くて楽しくて、乗り換える気が起きません。
(ノートオーラは増車したいです笑)

れい オーテックファンです！
阪神タイガース はじめての車がノートAUTECHです！

信玄丸
日産車は乗り続けていますが、今回初めてオーテック仕様を購入しました。クルマいじりが好きですが、オーテックがいじ
らなくても充分に満足できる仕上がりです。

ゆうたろう
レクサスis300Fスポーツに乗っています。
よろしくお願いします。

たかたぁか エンブレムだけなんちゃってチューンです。
魔弾の射手45 はじめまして。以前はフェアレディZ31、ZRIIに乗ってました。日産やオーテックは今でも憧れです。
Skylinepapa 今年二十歳のプレサージュライダーに乗ってます。
つっきー 小さい頃からの夢だった日産車を購入し、早1年。毎日のようにマーチに乗って自分で整備して楽しんでます♪

ぱーちゃん

昨年17年頑張ってくれたTIIDAから現行型NOTE AUTECHへ乗り換えました。
ほぼ一択で決めたのですが、寒冷地仕様や四輪駆動など色々悩みましたが(本当に楽しみながらでした)居住地域メインで乗る
ことを勘案したら前輪駆動で大満足という答えになりました。
いつもお世話になっている店舗には試乗車はなかったのですが、近隣店舗にあるとの事で試乗できたのは大きな決め手の一
つにもなりました。
憧れの『AUTECH』の１オーナーになれた事に心から嬉しく日々を過ごしております。

ほっち☆ E52エルグランドライダーに乗って間もなく11年になりますが、飽きのこないデザインに満足しています。

Yuu
リーフはエアロスタイルからリーフニスモMY18に乗り換え、MY20にRECAROを付け納車待ちです！！
自宅に充電設備はありませんが、なんとかなります。

ドジ 日産系のモータースポーツクラブに関わって30数年。日産車一筋です。

HEAVY GAUGE
昨年5月漸くAUTECHオーナーになりました。
光の加減で変化する、AUTECHブルーに見とれています。

マイラー
RB26のサウンドは最高です…
この良さがわかる人たちと共有できたらと思います。

Ｓ☆Ｗｉｔｃｈ(すいっち) 早く以前のようにクルマを里帰りさせたいです。

S15
シルビアはS110～S15まで5台乗り継いでます。
エクストレイルもT31～T32まで3台乗り継いでおり、いずれもエクストリマーです。

エスティー オーテックについてもっと色々と知りたいです

ゆっきー
オーテック車を４台二十年余り乗り継いできました。一旦、休憩して次回は
まだオーテックに戻る事も検討します。

つよちゃん
オーテック歴約15年！
マーチ12SR→マーチ・アンシャンテ→オッティライダーと乗り継いでます(笑)

Met Signal ノートE11ライダーからノートE13オーテックと乗り継ぎました。
K.NISHIDA 新型ノートオーテック4wd京都府でI番目のオーダーでした。

miki0304
エルグランドが好きでE50のディーゼル4WDを28万キロと25万キロ乗りつぶして、今年E52を中古で購入しました。
エルグランドのオーテックバージョンは出ないのかなぁ…
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MALT
日産車ばかりを乗り継いでいます(と、言っても1台、１台を長く愛しております)現在E12ノート(ライダー)を通勤車両で所
有しております。中々同じ車両に出会えないので少し寂しいです。

ぼん 今年こそは里帰りミーティング開催できたら嬉しい！
トッシー 日産ファンです。e-ペダル最高ですね。
あきガンバ DR30.HCR32.BNR32.180SX.セレナライダーSずっと日産車乗りです。
はぁさん セレナでの通勤からドライブまで満喫してます。
フーライボー ノーマルのまま乗っている車は今までありません。毎回なんらかのいじりを加えてあります様
五右衛門 まだ、ステージアＭ35アクシスを所有してから２年ですか、情報交換の出来る一度を紹介いただきたいです。

銀色12SR

マーチ12SRに8年乗っています。
最初はすぐに乗り換えるつもりでしたが12SRの楽しさ、オーテックの拘りにどんどん惹かれ絶対に手放せない車になってし
まいました。
これからも大切に乗っていきたいと思います！

セブンかしわじま
あちこち走り回って走行距離９万キロ突破！
自称、A30を一番走らせた男です。

K1
10年ぶりにR32に回帰し、たまたまご縁で希少なAutech Versionを手にする事が出来ました。オーナーの皆さんと情報交換
出来たら嬉しいです。宜しくお願いします。

よし
エンジンは今では珍しいスーパーチャージャー付きのHR-12DDRです。意外と下から力が出ますよ。当分はこれしか選択肢
がありません。

あかつき
過去にマーチニスモを所有してました。
気軽に乗れるスポーツカーが増えたらいいなと日々思います。

ナンカヘンダー
NE51型エルグランドからNE52型エルグランドAUTECHに乗換えました。カタログで一目惚れして、納車後はその魅力に取
りつかれています。

カルソ12(ｲﾁﾆｰ) 父親の代から日産派で、自分はスカイライン以外購入したことがありません。

もっちゃんライダー
若い頃からAUTECHファンです。
現在もC26セレナライダーに乗っています。
これからもずっとAUTECH車に乗れたら最高に幸せですね。

KBC23-AIBO
1996式セレナHWSに乗っています。
50:50のミッドシップミニバンで、
運転が、楽しめる相棒です。

haya2400 R31GTS-R R31GTSオーテックバージョン R3425GT-T を何とか息子と所有中
Masa オーテック買って良かったです。

j
04年開催されたオーテックオーナーズフェスティバル参加から、ずっと同一個体車両で、オーテックにすっぽり沼っている
古参デスwww

ゆき@bnr34
去年前期アーバンクロムから後期AUTECHに乗り換え致しました、エルグランドオーナーです。
とても気に入ってます！

ニスモコ
t30→mg22s→z33→e12と乗り継いできました。
これからも日産の車に乗っていきます

ぶんじぐ オーテック車歴は2台で約20年、湘南在住で里帰りするには近い距離ですが宜しくお願い致します。
しょうちゃんパパ 一昨年から初のAUTECHオーナーになりました。車に疎い妻も走り、足回りは絶賛です。

カズ
E52前期型 ライダーに乗ってます。
今年は札幌は雪が多く、普段はデイズルークスで頑張ってます笑笑

トモユイ E-POWER AUTECH SPORTS SPECのカスピアンブルーに乗ってます

みーやん2002
オーラnismo ダークグレー RECAROの納車待ちですが、3月には納車予定です。
よろしくお願いします。

あうてち

皆さん、こんにちは。C25セレナライダーSに乗ってますあうてちです。
二年連続で大磯でのリアル里帰り開催は中止になってしまいまさしたが、今年こそ無事に大磯でいろんな皆さんと会えるこ
とを楽しみにおきます。
今後も宜しくお願い致します。

OZK C26セレナのライダーブラックライン乗りです。
boss スカイラインAUTECH、テラノAUTECH、R33AUTECH、現在エクストレイルAUTECHです。

hiro2ch
装備や走り、乗り心地、そしてAUTECH BLUEのカラー、AUTECH SPORTS SPECに惚れ込んでしまい、C27前期HWSから
乗り換えました。色々と参考にさせて頂きます。よろしくお願いします。

エッチデーデー コロナの状況が好転して、また３年前のように大磯でお会いできるといいなぁと思っています。

川くま
里帰りミーティングは、2015年から毎年参加させていただいております。
昨年同様に今年もオンラインにて、参加予定です♪

てる@日産党
マーチ12SRがとても気に入って新車から17年乗ってます。
家族のミニバンもセレナニスモにしました。

ノブ オーテックバージョンがは欲しかったんですが、予算が少し足りませんでした。
典つく 初めてのオーテック車です。

まいちゃれ
K12最終型が欲しくて標準車を探した処12SR、しかもエアロ無しが見つかり即購入しました。大切に乗ります。いつか里帰
りMTGに参加したいです。
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トリさん
以前はティーダAXISに乗ってました。この度デイズルークスを歴て、マーチニスモ滑り込みで注文しました!
納車が待ち遠しいです!

moba マーチボレロA30に乗って5年が経過しました。

SSR
親は12SRの中期から後期に乗り換えで自分は3ドア設定のある前期を所有してます！
小さい頃から里帰りミーティングに参加したり、オーテックジャパンに憧れを持っています！

虎徹 今年こそは大磯の青い空の下に集まりたいですね

もいちゃ
車とバイクの洗車は季節問わず絶対に手洗いでする、もいちゃです。
AUTECHに乗っているオーナー様方、仲良くしてくださるとうれしいです！

taka ノート e-power NISMOが初日産車ですが、家族皆んなに好評で大満足です♪

弥太郎
初e-POWER、初AUTECHです。
AUTECH、ちょっとお高いですが、イイですよお。

タイG
ずっと日産車に乗っています。日産車を長く愛して乗っているオーナーさんは多いと思います。ずーっと可愛がっていたい
魅力と相棒としての頼もしさが日産車にはあると思います。
みなさん日産車　オーテック車を大事に乗って一台でも多く残していける様に頑張りましょう！！

ゆうあこ オーテックのグレードの車両に一度は乗ってみたいと思っています。

さならいだー
AUTECHの創る車種が　本当に好きなだけ。笑
街なかでAUTECHのロゴが着いている車両を見ると興味津々で　調べたりしちゃいます。笑

ハムさん 私がきっかけで、気付けば身内の車は全てニッサン車になってました。
もりさと SPORTS SPEC、走り屋でもないので要らないと思ってたのに試乗して一乗惚れでした。
こーたろーHPS オンラインじゃなくて「生」がイイ！
やさしい悪魔 以前、セレナのAUTECH仕様に乗ってました。

スカイ
マーチを中古で買ってはや4年 年間走行距離は毎年2万キロを超えます
総走行距離も10万キロの大台に乗りましたがまだまだ飽きさせてくれないよき相棒です
いつか現地での里帰りミーティングに参加したいです

ゆずみつ 家族のために、新しいミニバンが欲しいです。オーテックから出ないかなぁ。
スカイラインまさ 将来必ずオーテック車で里帰りミーティングに参加してみたいです！

naco NISMO大好き夫婦です。NISMOノート、バージョンNISMOのフェアレディZ33を所有しており走りを楽しんでおります☆

kuwagi 最近はこのようなワクワクする車が無くなってきましたが残っている以上大切にして行きたいと思います。
とし 日産車を乗り継いでますが現在乗ってるノートが初オーテックです。

ウエスギタクヤ
BZ11キューブライダー Z12キューブライダー K13改マーチNISMO-Sを2台乗り継いできました。
オーテックの車が好きです。

ヒロ閣下
日産一筋27年です！
もちろんこれからも一筋です！

タナカ
C26に乗ってます
オーラニスモが気になってます

ジョージ AUTECHの魅力に取り憑かれてしまいました。最高です。

ササトシ
スーパーGT大好き、その中でもNISMO MOTUL AUTECHロニー松田さんが大好きで毎年富士スピードウェイ2回は必ず現地
応援してます。今年は待望のニューマシンZなので本当に楽しみです。

エルグライダー E52 Riderに乗ってます！
かーず。 念願の初スカイラインに最近乗る事が出来ました。サーキットで走ったり楽しもうと思います。
はるちょん いつかオーナーになりたいと常々夢見ております
笑太郎 サラリーマンです。

kuronekoE52

夫婦でオーテック車乗っています。嫁車はE12ノート e-powerニスモでリーフニスモと二台ガレージに並んでいます。
これまでZ11キューブライダー、E11ノートライダー、E12ノートライダー.E52エルグランドライダーと夫婦で歴代オーテッ
ク車乗り継いできました、オーテック車の大ファンです。九州在住で里帰りミーティングはちょっと無理ですが以前福岡で
開催していただいた、嫁ぎ先ミーティング等あれば夫婦二台で参加させて頂きます。ご検討の程宜しくお願いします。九州
オーテックファンより

横須賀の虎 家族で3台日産車を所有、それぞれの使い方で、デイズ、セレナ、エクストレイルとなっています。

セレナ君
愛車のセレナAUTECHは家族を乗せる働く車です!ブラックボディに、さりげなく光る湘南の海を思わせるシグネチャーLED
は我が家の自慢なんです!

yoppy_design 早く湘南で開催したいですねー！

もりたま
2016年にプリメーラオーテックバージョンを手に入れて一度はオーテックオーナーズグループ 湘南里帰りミーティングに参
加したいと思ってます。

ZeRo
エルグランドライダーも所有していました！
オーテックファンです！
ミーティングに参加してないと当選しないとかですよね…当選しますように！！

y-mine Ｅ５１からＥ５２に乗り継いでいます。
ルークスパパ ハコスカ､ケンメリーが好きなオジサンです&#128515;&#8252;&#65039;
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シルバーノート

オーテック車とのカーライフも8年が経過しました。ノートライダーで6年、今の愛車であるオーテックで1年半が経過しまし
たが、毎週の洗車は欠かさずに行い、事故無く違反無く快適なカーライフを過ごしています。
またノートライダー購入直後にAOGでシルバーノートという名前で活動させて頂いて8年が経過しました。
今までのカーライフを振り返った時に、何故ここまでクルマを大事に乗り続けることが出来たのだろうか…と考えました。
オーテック車を所有する満足感…良い意味で拘りの強いエンジニアリング集団が作り上げたクルマは飽きが来ない、他人と
被らない、社外パーツを追加しなくても、自分の好みの個性がデザインに表れていると思いました。
今の愛車であるHE12ノートオーテックは控えめなデザインと素敵な専用ボディーカラー(オーロラフレアブルーパール)、そ
の中に秘めたニスモと同等性能の高い走行性能に惚れて、まさに自分の好みの仕様という事で人生で一番大きな買い物でし
たが、納車1年半が経過した今でも良い選択だったと思っております。
AOGで色々な方との交流もさせて頂き、今では日本全国にAOGを通して出会った仲間の存在もオーテック車にして良かった
と思う瞬間でありますし、これからもオーテック車に乗りたいと思っております。

シルビア後期型 いつまでもシルビアと一緒にいたいです
社長 特にありません。
ヒナポコリン 以前はマーチ12SRに乗っておりました。今はマーチニスモSで毎日楽しく通勤しております。
black卵 大変車に興味かあります

1103
今や稀少なコンパクトサイズのM/T車、そしてメーカー保証付きの純正チューンナップされたクルマ、もう希望を120%叶え
てくれました。購入して8年目、走行10万キロを超えましたが、今でも乗るたびにワクワクします。

ふうパパ 乗り始めて半年です。かっこいいので運転していて気持ちが良いです。もちろん乗り心地もgood👍👍

マキシ
車の購入を検討していた知人をそそのかして(?)ニッサン・ノート・オーテックをお勧めしました。見事に購入に至り、いま
では「カッコイイ！カッコイイよ！」とお気に入りになってくれました。実車を見せてもらって自分も欲しくなっていま
す。

なま@NAよっしー 新車から乗り続けて早20年経った今はイジる(カスタムする)ことより維持ることで精一杯です(笑)
カゼ AUTECHの車は、細かなチューニングされて、最高ですよ。

アングラーすぎ
日産大好きで、R32スカイライン→180SX→Z11→Z12と乗り継いでいます。
日産車は性能、スタイルと大好きです。

ひでちゃん 湘南に行きたいな～

パナボー
車ファンの56才です。新車がでればカタログを全て読み、試乗させて頂きます。
メーカーの営業マンよりも売込みの際の説明は長けていると思います。

W-Master 判る方に「あれ？」と気付いて貰えるカスタムを目指しています･･･(^-^)
nismo応援 諸事情でセレナからキューブに乗り換えましたが、よろしくお願いします。

Bluestarangel
以前Z34nismoにて里帰りミーティングに参加させて頂きました
その後セレナAUTECHも仲間入りしてnismo,AUTECHの二台でカーライフを楽しんでます

dadodado 憧れのオーテックスポーツスペックのオーナーのなる事ができ、楽しいカーライフを毎日過ごしています♪

キャプテン
ノートe-POWERモードプレミアに乗ってます。ツーリングパッケージをオプションとして装着してます。加速がとても気に
入ってます。

すどう
E51最終のニスモ仕様でしたがE52後期ライダーが気になり試乗、ハンドリングと足廻りが気に入り即購入、2.5ノーマルで
すが気にいってます、でもやっぱり3.5が良かった

のらねこホームズ
皆様にリアルでお会いできなくて寂しい限りです。
流行り病終息後には、里帰りしてお会いしたいと思います！

hiroid
娘夫婦、息子夫婦、孫2人と妻のベビーカー付き8人フル乗車、遠距離ドライブ、大きな荷物運搬のフル活用です。孫の成長
に合わせて次はキャンプ出動!

とも。＠元ブロアムL
以前Y31ブロアムLに乗っておりました。
ノーマルのようで何か違う…という独特なオーラが大好きでしたが、東京のハイヤー上がりで故障頻発。
手放してしまいましたが、また欲しいクルマです。

ヤスヒロ
オーテック車過去合わせて、8台所有してきました。完全なオーテックファンです。
GTも応援は23号車、56号車です。

ひろなな また里帰りMTGでお会いできることを楽しみにしています。

haru555
日産社をこよなく愛するオーラオーナーです。これからもオーラでカーライフを充実させたいと思います。購入したばかり
ですが、いろいろドレスアップさせたいと思っています。

まちこさん
元12SRオーナーです。ガソリンエンジンからモーターへとシフトしていくであろうこの時代、貴重なメカチューンエンジン
を堪能出来る現オーナーが羨ましいです。私は生活環境の変化で手放しましたが、現オーナーの方は可能な限り乗り続けて
ください。

ヴァリアール C26ライダーが水没廃車、でもめげません。
エミヤ 工具セット是非欲しいので、当選お願いします！！！
カチホロ ノートクロスオーバーこれから楽しみます

Ｋｏ－
昨日(2022.2.11)キックスAUTECH納車いたしました。納車したてホヤホヤです。嬉しくてたまりません。長く利用してい
ける車だと強～く感じています。
よろしくお願いいたします。

山達
以前はC25セレナのライダーHPSに乗ってました。
の第続けてオーテック車です。

たかくん また皆さんで、オーテックミーティングで会える時が、早く来ると良いな。
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チガ E51Rider、E52Rider、C27 AUTECHと歴代、AUTECH仕様車を乗り継いできました。

よしむ
キャラバンはどこへでも行ける相棒。
ディーゼル最高！どこまでも走っていくぜ。まさにキャラバン！

v1500m
元、日産　陸上部　選手
高校、日産陸上部時代の先輩がオーテックの部長
オーテックに何回も行きました。

ぎぃー
以前はノートNISMOに乗っていた。
今はNV350キャラバンRaiderに乗ってます。

ぐさお
妻がNOTE NISMO Sに乗っています。いい意味で最近のクルマらしくなく荒々しくて楽しい車です。
今後、NISMOと一緒になってよりパワーアップすることを期待しています。

骨接ぎ屋 四月にノートAUTECH納車予定です。
新米パパメカニック 神奈川県在住の新米パパメカニックです。よろしくお願いします。

Yoshito
Variettaに乗って丸17年。何年経っても魅力を放つ相棒です。
またAOG里帰りで、オーテックスタッフの皆さんや他のオーナーさん達にお会いしたいですね～！

step105
子供が就職で去年の春から秦野に行ったので、里帰りミーティングのあるオーテック車に乗り出したのですが、行く機会に
恵まれません。来年こそは現地開催出来ます様に！　兵庫県から行きますよー

よしくん 初めてのオーテックバージョンに期待大
村山純哉 ノートe-POWRE　NISMO Sの走りはサイコーです!

メタ太郎
オーテックオーナーになってから、一度も湘南里帰りミーティングが開催されず、残念です。早く状況が落ち着いて、ほか
のオーナーさんとお会いしたいですね。

muwan
東京在住ですが、HE12のオーテックスポーツスペックを3年ちょっと前に購入してから、同じ車を見た事ありません。どこ
に居ますか？

Fune3 ノートAUTECHを所有して、初めてオーナーズミーティングに参加します。

ミッティ
2018年・2019年と2年連続で遠来賞(西日本)を頂きましたミッティです。 
2020年・2021年と2年連続里帰りミーティングが中止となってしまってますので、今年は里帰りミーティングが開催され神
奈川(大磯)でまた皆さんとお会いできるのを楽しみにしてます。

IGURO 家族と共同所有ですが、昨年８月からミッドナイトブラックのノート・オーテックに乗っています。
ひらりん 気がつけば我が家のクルマがオーテック車2台になってました。
どいん 最近、C27セレナRiderを見かけると嬉しくて嬉しくて。
みゅーびっく 皆さま、よろしくお願いしますー
まる まだまだこれからも、マーチ12ｓｒに乗り続けます。

ひろもんパパ

E52前期Rider乗りのひろもんパパです。何度か里帰りミーティングにもお邪魔しています。
エルグランドRiderがオーテックのラインナップから外れてしまい寂しい限りですが、自分が手にした最初で最後のRiderを
大事にさせて頂きます。
オーテックの皆様、これからも皆んなに愛される車作りを宜しくお願いします。

エビさま
現在、C27セレナハイウェイスターV 4WDの防水シート仕様に乗っております。ライダーやオーテックではありませんが、
防水シート仕様もオーテックが手がけたので、隠れたオーテック仕様と思っております。

Redさん
デュアリス  クロスライダーのオーナーになって3年になります。
スタイルが良く　気に入っています

ウチの猫はニコ 免許取得以来、日産一筋。

オッギー
C25前期ライダーから後期ライダー、C27ライダー30th C27 AUTECHまでセレナに乗り、途中エルグランドライダーにも。
これは家族用で仕事用にE12モードプレミアからE13AUTECH。さらに両親のルークスライダーも前期後期。奥さんの
E12AUTECH。趣味のスカイラインGT-Rオーテックバージョンとオーテック車だけで10台。これはやりすぎですかね。

そで
同世代はみんな乗り換えてしまいました。
世代交代が必要だけど、愛着があるから乗り換えが出来ませーんw

岩(がん)ちゃん
マーチ 12SR→ルークス(ターボ) アーバンセレクション→デイズルークス(ターボ) Rider ブラックライン→マーチ Bolero 
A30と、オーテック車を4台乗り継いでまいりました。
今年こそは、3年ぶりに里帰りミーティングで皆さまにお会いしたいです!

あつさん
一昨年、念願のGT-Rを購入しました。
コロナ禍でイベントに参加出来る機会が少なく、とても残念です。
同じ車種のオーナーの方から、メンテナンスや、維持管理の方法を教えて頂けたらと思います。

よねっち 赤いオーテック(R33)と、青いオーテック(E13)を所有して幸せなカーライフをすごしています。
クロリン オーテックが好きです。とくに、ロゴとブルー色が大好きです！

ロイヤルライン

E50エルグランドが好きで、現在3台のE50を所有しています。
RoyalLineが2台と後期Riderですが、RoyalLineの新車当時にまだ他に高級ワゴン車が存在しなかった頃にベースグレードの
E50でも十分高級感漂い広い車内、これを贅沢に後席2人掛けにしたリムジン仕様の外からではわからないオーナー、同乗者
にのみが味わえる快適な車内が自慢です。

YUSERI
セレナC27ライダーに乗ってるYUSERIです。
2年連続里帰りミーティング中止になってしまって残念でしたがいつか開催し、みなさんにお会いできるのを楽しみにしてま
す。
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しもっさん
2022/02/13にオーテッククロスオーバー納車され初オーテックブランド乗りになりました(^^)これから宜しくお願いしま
す！

ishisaka 今ノートAUTECH納車待ちです！

 jboy
NISSAN super GTいつも応援してます。
23号車の活躍を期待しています。

ましろ

初めてクルマを買った日にち、あなたは覚えてますか？
今乗ってるクルマ、どれぐらい乗りましたか？
私ははっきりと覚えています。それだけ私に与えてくれたクルマというものの影響は大きかったように思います。
今でも初めて買ったクルマにずっと乗っています。それだけクルマへの愛着は大きいのかもしれません。

くま2315

紆余曲折がありましたが、やっぱり、ニスモ・オーテックの仲間を忘れることができず、
人生最後の車として、オーラ・ニスモを選択しました。でも、車は、まだまだ、来ません(T_T)
今の相棒は、keiワークス5 MTのロニーさん(0623)です。希望ではなく、任意ナンバーです。埼玉まで引取に行って、ナン
バーを見て、やっぱり、日産から離れられないんだ！と、思わず、笑ってしまいました。オーラ・ニスモと一緒に、我が家
のロニーさんも、乗り続けます。

新型リサイクル班のY氏
昨年11月までノートe POWER NISMOに乗ってましたが、オーラに乗り替えてしまいました。NISMOで初のオーテック車
ユーザーとなり、里帰りやドライビングアカデミーに参加する等、貴重な経験を楽しませていただきました。オーラはオー
ロラフレアブルーにしたので、オーテック魂は引き継いだと思っております。

かみら@C26ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ・S乗り
近年、中々参加出来ておらず土壇場で無く無くキャンセルをしており今年こそは！となるとコロナで開催自体が無く。
そろそろ子供達も大きくなってきましたしまた大磯の地で皆さまのオーテック車両を見て観光(笑)したいと思っています。
お見かけの際には宜しくお願いいたします。

サワン
セレナC27は、旅行キャンプで防水シート車のセレナは大活躍です。
ノートnismoは通勤、仕事での最高のパートナーで快速仕様になってます☆

かんなの母
松田選手を応援して5年経ちましたが、鈴鹿でのテールトゥウインが一番の感動です。
今年はZでの走りを期待してます。

Metta83 家族全員、日産車に乗っています。オーラNISMO、楽しいクルマですね。
やっくん@音楽寅さん 免許を取る前からずっと日産党ですヽ(´▽｀)/前車12SRに出会ってからAUTECHの魅力にどっぷり浸かってます。
BTBEE 高校生でフェアレディZが大好きで、将来はz34に乗ろうと思っています！

ハム太郎
セレナ e-POWER AUTECH SPORTS SPEC に乗り換えて半年になります。
オーテックブルーに専用のエアロパーツをまとったスタイリングをとても気に入ってドライブを楽しんでいます。
同じ車に乗っている方とぜひ情報交換したいと思っています。宜しくお願い致します。

アニサキス
北海道は、大雪です。
いつかは、こちらで開催し雪道ダートを堪能して下さい!

ニスモ55 ノートe-powerニスモは4年目です。
ゆうき 3月に人生初のマイカーがやってきます！ずっと乗りたかった日産車に乗れてしかもNISMOに乗れて幸せです！
よしき 次買う車は反町さんが相棒で乗ってるスカイラインと決めてます！！早くお金貯めて買おうと思ってます！
とおる やっぱり車はMTです！！ドライブが凄く楽しいです！！
よしこ 日産を応援してます！！次はしっかり日産車買いたいと思ってます！！
ともゆき ステージアからキャラバンに乗り換えましたがキャラバン広くてアウトドアなわたしには凄くいいです！！
ダマ 実家にC11ティーダアクシスがあります！人生初の愛車はオーラにしました！

さんちゃん
マルチベット、車中泊に最適です。他社同クラスと違い、ワゴン仕様も気に入ってます。
ペダル配置も、フロントタイヤハウスの張り出しも少なく、運転姿勢に無理が無いです。

ゴロウ
日産大好きおじさんです。エクストレイル とノートのオーテック を所有してます。DIYで弄って楽しんでます。エクストレ
イル は長距離を走っても疲れ知らずで3年で5万キロ突破しました。

K
"K"と申します。S15 Autech Versionに乗っています。
次こそは、現地での里帰りMTGに参戦したいと思っています！
よろしくお願い致します。

たける
初めまして！去年の4月に免許を取り、7月に初めて車を買いました！
色々な車があるなかで新型ノートAUTECHに一目惚れして即決で購入しました。

GT-R好きのつばさ 将来、GT-Rとオーテックのノートに乗りたいです！

よーおじさん
ノートオーテックの納車待ちです👏👏

あと１～2週間みたいです。
首がキリンになっています👋👋

こばりん
どんな場所にも乗って行けるスタイリッシュでクールな外観にひかれて購入しました。シフトアップのタイミングと排気音
が心地よく気持ち良い加速も満足です。

西区のニスモ乗り 札幌でNISMOノートに乗ってます。今年の冬はなかなか大変ですが運転が楽しいです
長野の板長 シリアル7番のA30。2回目の車検を昨年11月にして、所有権解除しました。大切にします。
キタドコロ12SR 12SRは運転していてすごく楽しい車です。マーチボレロA30に一度のって見たいです(^^)
うりぼー1971 車を愛して止まない新参者ですが、よろしくお願い致します。

fuku-taka17
エクストレイルオーテック(青)に乗っています。３年前、住職という役職に就いたのをきっかけに車の購入することになり、
オーテックジャパンの車作りの匠の伝統を受け継で守る姿勢と自分も住職として寺の伝統を受け継いで守って行く姿勢が重
なり、この車を選びました。
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ミッキ
実家が神奈川、日産自動車のお膝元。
近くに櫻井幼稚園ととても親近感があります。

ＮＯＲＩ☆≡
T31・T32とX-TRAILのAUTECHを乗り続けております。いつもの湘南里帰りでは皆様の愛車を拝見し、情報交換など楽しみ
にしておりました。これからもいろいろと参考にさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

マナ1023
去年からノートオーテックに乗り換えて毎日湘南の風を感じています！(ボディーカラーはグレーですが(^^;; )
すべて満足しております。長く乗れるいいクルマです♪

イノユキ
エクストレイルニスモ乗っていますが、デザインが素晴らしくいつ見てもかっこいいと思ってドライブに出かけたり写真
撮ったりしています。

ｇｏｏ
最近は娘たちも大人になったので、ひとりで山や海を眺めに出かけます。
それが唯一の息抜き、仕事の事など忘れ好きな歌を口ずさみながらドライブは最高です。

たなかっち
昨年末にニスモを購入しオーテックオーナーの仲間入りさせて頂きました。
これからよろしくお願い致します。

ひろ＠E12
2018にノート nismo sを購入しました！
目指せ20年選手です！

肉球ぷに男
メインはP11プリメーラワゴンに乗っていますが、趣味車としてマーチ12SR(スポリセ)に乗っています。
12SRの軽さを生かした俊敏な走りは最高です。

なかちゃん
マーチNISMO Sから、昨年キックスに乗り換えました。
AUTECHバージョンは、発売日から一週間後に納車されました。

ひろっしー
マーチニスモS新車で購入してから10万キロを越えました。まだまだ大切に乗っていきます。楽しいクルマを作ってくれてあ
りがとう。

チョクロク 生粋の日産党です
TAKAHIRO 今回、初AUTECH車です。

toshi@ブラックマーチ改

今年は非常に雪の多い北海道からこの配信を見ていると思います。そして、当日は仕事の合間を縫って見ていることでしょ
う。
僕はタクシー乗務員をしていますが、先日の大雪の日は大変でした。今年こそは里帰りミーティングが開催されるよう心よ
り願っています。
神奈川にいる友人たちとまた車談義で盛り上がりたいと思っているので、今年こそは神奈川に行きたいと思っています。

tamaya AUTECHブランドに憧れ、C27セレナRiderの30周年記念車を購入し愛用しています
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