
〈安全装備の注意事項〉 ＊キャビン・快適性ページのアラウンドビューモニターをご覧ください。
◆1～2はそれぞれセットでメーカーオプション。
●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メー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。

（注1）バックビューモニター装着車にはインストセンターグローブボックス、リヤアンダーミラーは装備されません。
（注2）幼児車にはリヤワイパー、トランクオープナーは装備されません。
（注3）バンパー組込み社名灯を装着すると、GL・SV・SXのスイングドア車に金属調塗装グリルは装備されません。
（注4）温水加熱ヒーターは、標準ボディ スイングドア車には装着できません。また、温水加熱ヒーターを装着すると、持ち込み登録となります。
（注5）ナビゲーションシステム装着車にはインストセンターグローブボックスは装備されません。
（注6）ナビゲーションシステム&後席17.5インチワイドディスプレイと2連式インサイドミラーは同時に装着できません。
（注7）ナビゲーションシステム&後席17.5インチワイドディスプレイと大型インサイドミラーは同時に装着できません。
（注8）装着すると持ち込み登録となります。 
（注9）助手席サンバイザーとオーナーズボードは同時に装着できません。
（注10）ナビゲーションシステムとバックビューモニターを同時装着する場合、バックビューモニターはナビゲーションのモニターと共用になります。
（注11）冷蔵庫付車と冷蔵庫なし車では、GLは室内レイアウトが、SVでは室内レイアウトまたは室内レイアウト・乗車定員が変わります。SVの冷蔵

庫付車 標準ボディ 25人乗りは4AT車のみです。5MT車は設定がありません。
（注12）冷蔵庫付車には、傘立ては装備できません。
（注13）幼児車にはリヤのカーテンは装備されません。
（注14）幼児車にはトランクルームは装備されません。
（注15）運転席SRSエアバッグシステム&ロードリミッター付プリテンショナーシートベルトを装着すると、4本スポークステアリング（抗菌仕様）が

装備されます。

■シビリアン主要装備一覧

GL SV SX 幼児車

グレード別装備

■視界

フォグランプ（ヘッドランプ組込み）
リヤアンダーミラー 　　（注1）
リヤワイパー （注2）
スーパーUVカットグリーンガラス〈フロント〉

 上部ぼかし付 ◆1 ◆2 ◆2

UVカット断熱プライバシーガラス〈サイド〉 ◆1

UVカット断熱グリーンガラス〈サイド〉 ◆2 ◆2

リヤホイール灯
助手席手動格納式リモコン広角アウトサイドミラー

助手席電動格納式リモコンアウトサイドミラー（ヒーター付）&
運転席手動格納式アウトサイドミラー（ヒーター付）

全車標準装備
●ハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベライザー付 ） ●助手席手動格納式リモコンアウトサイドミラー ●フロント間けつ式ワイパー ●グリーンガラス〈サイド、リヤ〉 
●リヤウインドウ熱線（幼児車は左側のみ）

■運転席まわり/空調

トランクオープナー （注2）
バンパー組込み社名灯 （注3）
クーラー（客席天井吹き出し口ベンチレーターシャット機能付）
オートエアコン（客席天井吹き出し口ベンチレーターシャット機能付）
温水加熱ヒーター （注4）
換気扇
運転席アームレスト付コンソールボックス
インストセンターグローブボックス （注1）（注5）
2連式インサイドミラー （注6）
大型インサイドミラー （注7）（注8）
運転席サンバイザー
助手席サンバイザー （注9）
オーナーズボード （注9）

全車標準装備
●ヒーター ●抗菌仕様（シフトノブ、パーキングブレーキレバー） ●3本スポークステアリング（抗菌仕様） ●パワーステアリング ●チルトステアリング  ●ダブルホーン 
●シフトポジションインジケーター（AT車） ●液晶オド ・ ツイントリップメーター ●タコメーター ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●キー忘れ警報 
●パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ●フューエルフィラーリッドオープナー ●運転席フットレスト（AT車） ●運転席パーソナルランプ 
●カップホルダー〈フロント2個〉（格納式） ●車検証用ポケット ●電源ソケット（DC12V） ●インストセンターポケット ●運転席ドアポケット  ●インストサイドポケット

■オーディオ&ビジュアル

ナビゲーションシステム（7インチワイドディスプレイ、メモリータイプ、VICS（FM多重）、
ミュージックボックス、DVD/CD再生機能、TVチューナー（地デジ12セグ、ワンセグ）、
AM/FMラジオ）〈運転席スピーカー、バックビューモニター付〉 （注10）

ナビゲーションシステム（7インチワイドディスプレイ、メモリータイプ、VICS（FM多重）、
ミュージックボックス、DVD/CD再生機能、TVチューナー（地デジ12セグ、ワンセグ）、
AM/FMラジオ）〈運転席スピーカー、バックビューモニター付〉&後席17.5インチワイド
ディスプレイ （注6）（注7）（注10）

AM/FMラジオ（外部入力端子、デジタル時計表示、4スピーカー）
CD一体AM/FMラジオ（デジタル時計［ON/OFF切替タイプ］組込み、4スピーカー）
運転席スピーカー
平型マイク

■乗降口

オート式スイングドア（アクセルセーフティロック、金属調塗装グリル付） （注3）
スイングドア（金属調塗装グリル付） （注3） スイングドア車

 アクセルセーフティロック付 スイングドア車
折戸 折戸車

 アクセルセーフティロック付 折戸車
 オート式（アクセルセーフティロック付）

オートスライドステップ（ブザー警報付） （注8）
アルミステップ（スイングドア用） スイングドア車
なかよし動物音楽隊乗降扉あいさつ板

■内装

室内灯（蛍光灯）
冷蔵庫（40L） （注11）（注12）冷蔵庫付車のみ 冷蔵庫付車のみ
傘立て（スイングドア用） （注12） スイングドア車
ルームラック
灰皿（運転席）
客席カップホルダー&マガジンラック
手動カーテン （注13）
トランクルーム  （注14）
客席アシストグリップ 抗菌仕様 抗菌仕様 抗菌仕様

全車標準装備
●室内灯（白熱灯） ●客席デジタル時計 ●ステップランプ

GL SV SX 幼児車

グレード別装備

■シート

運転席上下調整式ヘッドレスト付
リクライニングシート

 客席ハイバックリクライニングシート&ローバック補助席 スウェード調クロス スウェード調クロス

 客席ハイバックシート&ローバック補助席 ビニールレザー

 客席幼児専用シート（なかよし動物音楽隊シート） ビニールレザー

シートフルカバー（透明ビニール ・ 除く運転席） （注8）

■外装/タイヤ・ホイール

フロントウインドウ下面黒塗り
アクセントストライプ
黒塗りサッシュ ◆1
ホイールセンターキャップ

全車標準装備
●マッドガード ●チューブレス扁平ラジアルタイヤ ●スペアタイヤ（フロント装着タイヤ）    

■安全/メカニズム

ABS（アンチロックブレーキシステム）
助手席ELR付3点式シートベルト
客席ELR付3点式シートベルト（除く補助席）〈幼児車は保護者席2点式シートベルト〉
バックビューモニター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（カラー、車幅/距離表示機能、カメラレンズクリーニング機能付）〈7インチ〉 （注1）
運転席SRSエアバッグシステム&ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト （注15）
左折後退音声警報 （注8）
乗降中注意灯（室外タイプ） （注8）

全車標準装備
●ハイマウントストップランプ ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ ●運転席ELR付3点式シートベルト ●運転席シートベルト非着用時警告灯 ●バックブザー
●消火器

■その他

寒冷地仕様（ラジエーターシャッター、LLC50%、
大型バッテリー〔110D26L×2（並列12V）128AH〕）

全車標準装備
●ジャッキ ●工具（含むタイヤストッパー ） ●発煙筒

■（株）オートワークス京都扱いオプション

アラウンドビューモニター＊

ステップマット（スイングドア用） スイングドア車
赤旗
運転席マット
運転席サイドバイザー

シート半カバー
 白ビニール
 レース

標準装備

メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

■シビリアン主要諸元 〈　〉内はオートマチック車

■変速比・最終減速比

■エンジン主要諸元

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になる
と、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具
合は無償保証の対象とはなりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系（SI＝エスアイ）によるエンジン出力・トルクの表記について〉
計量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「kgf・m」は「N・m（ニュートンメートル）」のSI単位とします。なお、従来単位からSI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＝0.7355kW   1kgf・m＝9.80665N・m

型式 

種類・シリンダー数 

シリンダー　内径×行程 mm

総排気量 L

圧縮比 

最高出力 kW（PS）/rpm

最大トルク N・m（kgf・m）/rpm
 

燃料供給方式 

使用燃料・タンク容量 L

TB45E

OHV・直列6気筒

99.5×96.0

4.478

9.0

127（173）/4400

314（32.0）/3600
  

ニッサンEGI（ECCS）

無鉛レギュラーガソリン・104

エンジン 

トランスミッション

変速比 第1速

　〃 第2速

　〃 第3速

　〃 第4速

　〃 第5速

　〃 後  退

最終減速比

TB45E

 電子制御4速オートマチック 5速マニュアル

 3.068 5.099

 1.570 2.863

 1.000 1.588

 0.724 1.000

 ̶ 0.752

 2.625 4.862

 5.571 5.571

車種

諸元

ロングボディ 標準ボディ
TB45Eガソリンエンジン TB45Eガソリンエンジン

GL SV SX 幼児車 SV SX 幼児車
スイングドア スイングドア スイングドア 折戸 折戸 スイングドア スイングドア 折戸 折戸
エアサス リーフサス リーフサス

●車名型式 ニッサン
ABG-DJW41

ニッサン
ABG-DHW41

ニッサン
ABG-DVW41

●運転タイプ
　電子制御4速オートマチック ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
　5速マニュアル ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●寸法
　全長 mm 6995 6990（注3） 6990 6275 6275 6270（注5） 6270
　全幅 mm 2065 2065
　全高 mm 2625 2635 2610 2635 2610
　室内寸法  長＊ mm 6310 6275 5590 5555
　　　〃  幅＊ mm 1900 1900
　　　〃  高＊ mm 1820 1850 1820 1850
　ホイールベース mm 3690 3310
　トレッド  前 mm 1675 1675
　　〃  後 mm 1490 1490
最低地上高＊ mm 190 190
●重量・定員

　車両重量 kg 3840（注1）
〈3830〉（注1）

3720（注2）
〈3720〉（注2）

3720
〈3730〉

3700（注3）
〈3710〉

3590
〈3590〉

3590
〈3600〉（注4）

3590
〈3600〉

3580（注5）
〈3590〉（注5）

3410
〈3440〉

3420
〈3440〉

　乗車定員 名 29 3＋51（幼児） 26（注4） 26 3＋41（幼児） 3＋39（幼児）

　車両総重量 kg
5435（注1）

〈5425〉（注1）
5315（注2）

〈5315〉（注2）
5315

〈5325〉
5295（注3）
〈5305〉

5625
〈5625〉

5020
〈5030〉（注4）

5020
〈5030〉

5010（注5）
〈5020〉（注5）

5078
〈5108〉

5015
〈5035〉

●性能
　最小回転半径 m 6.6 6.0
　60km/h定地走行燃費
　（国土交通省届出値） km/L 7.40〈7.40〉 7.40〈7.40〉

●諸装置
　駆動方式 後輪駆動 後輪駆動
　ステアリングギヤ形式 ボールナット式パワーステアリング ボールナット式パワーステアリング

　サスペンション　前・後 半だ円テーパーリーフ＋
エアサス 半だ円テーパーリーフ 半だ円テーパーリーフ

　ショックアブソーバー　前・後 油圧式筒型複動式 油圧式筒型複動式
　主ブレーキ 前 ベンチレーテッドディスク ベンチレーテッドディスク
　　　〃  後 オートアジャスター付デュアル2リーディング オートアジャスター付デュアル2リーディング
　駐車ブレーキ 機械式推進軸制動内部拡張形 機械式推進軸制動内部拡張形
　オルタネーター V-A 12-150 12-150
　バッテリー V-AH 12-64 12-64
　タイヤ 前 205/80R17.5-120/118LLT 205/80R17.5-120/118LLT
　　〃 後 205/80R17.5-114/112LLT 205/80R17.5-114/112LLT

〈 〉内は4AT車です。 （注1）冷蔵庫なしの場合。冷蔵庫付の場合は、車両重量が3,860〈3,850〉kg、車両総重量が5,455〈5,445〉kgとなります。 （注2）冷蔵庫なしの場合。冷蔵庫付の場合は、車両重量が3,750〈3,740〉kg、
車両総重量が5,345〈5,335〉kgとなります。 （注3）バンパー組込み社名灯を装着した場合、全長6,995mm、車両重量3,710kg、車両総重量5,305kgとなります。 （注4）4AT車の冷蔵庫付は乗車定員25名、車両重量〈3,640〉kg、
車両総重量〈5,015〉kgとなります。5MT車に冷蔵庫付の設定はありません。 （注5）バンパー組込み社名灯を装着した場合、全長6,275mm、車両重量3,590〈3,600〉kg、車両総重量5,020〈5,030〉kgとなります。
●燃料消費率（60km/h定地走行）は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）、整備状況（タイヤの空気圧等）に応じて値は異なります。
●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ＊社内測定値。


