
車種
ボレロ ボレロ

2WD 2WD/4WD
ベース車 J X

 ｜グレード別装備
運転席まわり 前席サンバイザー（運転席＊1・助手席バニティミラー、チケットホルダー付）

オーディオ/
ナビゲーション オーディオレス（注1）

2スピーカー〈フロント〉 ◆ ◆
4スピーカー〈フロント2スピーカー＋リヤ2スピーカー〉

日産オリジナルナビ取付パッケージ（ステアリングスイッチ、GPSアンテナ、TVアンテナ用ハーネス）
日産オリジナルナビ取付パッケージレス（リヤ2スピーカーレス、ステアリングスイッチレス、
GPSアンテナレス、TVアンテナ用ハーネスレス） （注2） ◆ ◆

日産オリジナルナビゲーション（日産オリジナルナビ取付パッケージ用。TVアンテナ付）

シート/内装 専用レザー調シート地
専用ドアトリムクロス
インサイドドアハンドル（メッキ）
乗降用グリップ〈助手席〉 （注3）

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（バンパーロアモール〈光輝タイプ〉付）
専用エンブレム（Bolero/AUTECH）

安全/メカニズム VDC（ビークルダイナミクスコントロール）
ヒルスタートアシスト
エマージェンシーブレーキ＊2
踏み間違い衝突防止アシスト（前進時）＊3
ブレーキアシスト
フロントスタビライザー

寒冷地仕様 運転席ヒーター付シート、ヒーター付ドアミラー、リヤヒーターダクト、
PTC素子ヒーター、高濃度不凍液、寒冷地対応バッテリー（注4）

2WD
4WD

 「ボレロ」特別装備　  標準装備　  メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

　  ディーラーオプション　  オーテック扱いディーラーオプション■日産デイズ「ボレロ」主要装備一覧
日産デイズ「ボレロ」はベース車に対して下記の特別装備が追加され、またメーカーオプションも表記の設定のみ
となります。ベース車の仕様装備につきましては「日産デイズ主要装備一覧」をご覧ください。

〈安全装備の注意事項〉＊2 先進安全装備ページの「＊3、＊4、＊5」をご覧ください。＊3 先進安全装備ページの「＊3、＊6、＊7」をご覧ください。 ◆はセットでメーカーオプションです。 ●「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。＊1 運転席バニティミラーはベース車に標準装備。（注1）オーディオ/ナビゲー
ションシステム非装着時のカバーは装備されません。ハーネス、アンテナは装備されます。（注2）リヤスピーカーをディーラーオプションでお求めいただくことが可能です。（注3）販売会社での取付けに
あたっては、専用工具が必要となります。詳しくは販売会社にお問い合わせいただくか、オーテック発行の「ライフケアビークル ディーラーオプションカタログ」をご覧ください。（注4）寒冷地対応バッテ
リーは、アイドリングストップ付車は標準装備となります。



車種
ライダー ライダー

2WD/4WD
ベース車 ハイウェイスターX ハイウェイスターG ハイウェイスターGターボ

 ｜グレード別装備
視界 専用LEDバンパーイルミネーション（車幅灯連動）

運転席まわり 本革巻ステアリング（ピアノ調加飾付）
専用クロムメッキフィニッシャー（センタークラスターサイド）

オーディオ/
ナビゲーション オーディオレス（注1）

2スピーカー〈フロント〉 ◆
4スピーカー〈フロント2スピーカー＋リヤ2スピーカー〉
6スピーカー〈フロント4スピーカー＋リヤ2スピーカー〉

日産オリジナルナビ取付パッケージ（ステアリングスイッチ、GPSアンテナ、TVアンテナ用ハーネス）
日産オリジナルナビ取付パッケージレス（リヤ2スピーカーレス、ステアリングスイッチレス、
GPSアンテナレス、TVアンテナ用ハーネスレス） （注2） ◆

日産オリジナルナビ取付パッケージレス（ステアリングスイッチレス、GPSアンテナレス、TVアンテナ用ハーネスレス）
日産オリジナルナビゲーション（日産オリジナルナビ取付パッケージ用。TVアンテナ付）

シート/内装 専用シート地（格子柄ニット）
専用ドアトリムクロス
乗降用グリップ〈助手席〉 （注3）

外装/
タイヤ・ホイール

専用フロントグリル（ダーククロム）
専用フロントバンパー（光輝モール付）
専用エンブレム（Rider/AUTECH）
専用15インチアルミホイール（15×4.5J）、インセット：46、P.C.D：100（4穴）
165/55R15 75Vタイヤ

安全/メカニズム VDC（ビークルダイナミクスコントロール）
エマージェンシーブレーキ＊2
踏み間違い衝突防止アシスト（前進時）＊3
フロントスタビライザー

寒冷地仕様 運転席ヒーター付シート、ヒーター付ドアミラー、リヤヒーターダクト、
PTC素子ヒーター、高濃度不凍液、寒冷地対応バッテリー（注4）

2WD
4WD

 「ライダー」特別装備　  標準装備　  メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

　  ディーラーオプション　  オーテック扱いディーラーオプション

〈安全装備の注意事項〉＊2 先進安全装備の「＊1、＊2、＊3」をご覧ください。 ＊3 先進安全装備の「＊1＊6＊7」をご覧ください。 ◆はセットでメーカーオプションです。 ●「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）オーディオ/ナビゲーションシステム非装着時のカバーは装備されません。ハーネス、アンテナは
装備されます。（注2）リヤスピーカーをディーラーオプションでお求めいただくことが可能です。（注3）販売会社での取付けにあたっては、専用工具が必要となります。詳しくは販売会社にお問い合わ
せいただくか、オーテック発行の「ライフケアビークル ディーラーオプションカタログ」をご覧ください。（注4）寒冷地対応バッテリーは、アイドリングストップ付車は標準装備となります。

■日産デイズ「ライダー」主要装備一覧
日産デイズ「ライダー」はベース車に対して下記の特別装備が追加され、またメーカーオプションも表記の設定のみ
となります。ベース車の仕様装備につきましては「日産デイズ主要装備一覧」をご覧ください。



車種
ボレロ ボレロ

2WD 2WD/4WD
3B20

ベース車 J X
ベース車 車名型式 ニッサンDBA-B21W
運転タイプ エクストロニックCVT（無段変速機）
寸法

全長 3395mm 3395mm
全幅 1475mm 1475mm
全高 1620mm 1620mm
室内寸法　長 2085mm 2085mm
室内寸法　幅 1295mm 1295mm
室内寸法　高 1280mm 1280mm
ホイールベース 2430mm 2430mm
トレッド　前/後 1300/1290mm 1300/1290mm
最低地上高 150mm 150mm

重量・定員
車両重量 830kg 840kg〈890kg〉
乗車定員 4名 4名
車両総重量 1050kg 1060kg〈1110kg〉

性能
最小回転半径 4.4m 4.4m

諸装置
駆動方式 前輪駆動 前輪駆動〈四輪駆動〉
ステアリングギヤ形式 ラック&ピニオン式 ラック&ピニオン式
サスペンション　前 ストラット式 ストラット式
サスペンション　後 トルクアーム式3リンク トルクアーム式3リンク
主ブレーキ　前 ディスク式 ディスク式
主ブレーキ　後 リーディングトレーリング式 リーディングトレーリング式
タイヤ　前・後 155/65R14 75S 155/65R14 75S

■日産デイズ「ボレロ」主要諸元

〈      〉は4WD車。  ■エンジン主要諸元、■変速比・最終減速比はベース車と同仕様です。なお、ベース車の諸元表は「日産デイズ/日産デイ
ズ ハイウェイスター：諸元表」の「エンジン主要諸元」「変速比・最終減速比」をご覧ください。 ●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。 ●「ボレロ」は持込みによる届出でオーテック扱いとなります。届出
時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元（設計値）とは異なる場合があります。



車種
ライダー ライダー

2WD/4WD
3B20 3B20（インタークーラーターボ）

ベース車 ハイウェイスターX ハイウェイスターG ハイウェイスターGターボ
ベース車 車名型式 ニッサンDBA-B21W
運転タイプ エクストロニックCVT（無段変速機）
寸法

全長 3395mm 3395mm 3395mm
全幅 1475mm 1475mm 1475mm
全高 1620mm 1620mm 1620mm
室内寸法　長 2085mm 2085mm 2085mm
室内寸法　幅 1295mm 1295mm 1295mm
室内寸法　高 1280mm 1280mm 1280mm
ホイールベース 2430mm 2430mm 2430mm
トレッド　前/後 1300/1290mm 1300/1290mm 1300/1290mm
最低地上高 150mm 150mm 150mm

重量・定員
車両重量 850kg〈900kg〉 850kg〈910kg〉 880kg〈920kg〉
乗車定員 4名 4名 4名
車両総重量 1070kg〈1120kg〉 1070kg〈1130kg〉 1100kg〈1140kg〉

性能
最小回転半径 4.7m 4.7m 4.7m

諸装置
駆動方式 前輪駆動〈四輪駆動〉 前輪駆動〈四輪駆動〉 前輪駆動〈四輪駆動〉
ステアリングギヤ形式 ラック&ピニオン式 ラック&ピニオン式 ラック&ピニオン式
サスペンション　前 ストラット式 ストラット式 ストラット式
サスペンション　後 トルクアーム式3リンク トルクアーム式3リンク トルクアーム式3リンク
主ブレーキ　前 ディスク式 ディスク式 ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ　後 リーディングトレーリング式 リーディングトレーリング式 リーディングトレーリング式
タイヤ　前・後 165/55R15 75V 165/55R15 75V 165/55R15 75V

〈      〉は4WD車。  ■エンジン主要諸元、■変速比・最終減速比はベース車と同仕様です。なお、ベース車の諸元表は「日産デイズ/日産デイ
ズ ハイウェイスター：諸元表」の「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」は専用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。 ●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。 ●「ライダー」は持込みによる届出でオーテック扱
いとなります。届出時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元（設計値）とは異なる場合があります。

■日産デイズ「ライダー」主要諸元


	名称未設定



