
車種
F S X S FOUR X FOUR

2WD 4WD

HR12DE-EM47 HR12DE-EM47-MM48

  ｜グレード別装備

視界 IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス〈フロント〉 ◆1 ◆1
スーパーUVカットグリーンガラス〈フロント〉

IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス〈フロントドア〉

UVカット断熱グリーンガラス〈フロントドア〉

プライバシーガラス（UVカット断熱機能付）〈リヤドア、リヤサイド、バックドア〉

LEDヘッドランプ（ハイ/ロービーム、オートレベライザー、シグネチャーLEDポジションランプ付） ◆2 ◆3 ◆2 ◆4 ◆3 ◆2 ◆4

ハロゲンヘッドランプ（マニュアルレべライザー付）

アダプティブLEDヘッドライトシステム＊1  （注1） ◆2 ◆3 ◆2 ◆4 ◆3 ◆2 ◆4

ハイビームアシスト

インテリジェント オートライトシステム（フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付）

LEDフォグランプ ◆3 ◆2 ◆4 ◆3 ◆2 ◆4

サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー（ドアロック連動格納機能付）

サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー ◆3 ◆5 ◆3 ◆5

電動格納式リモコンカラードドアミラー

インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知機能付）＊2  （注2） ◆3 ◆5 ◆6 ◆7 ◆3 ◆5 ◆6 ◆7

インテリジェント ルームミラー ◆3 ◆5 ◆6 ◆7 ◆3 ◆5 ◆6 ◆7

リヤ間けつ式ワイパー

ウォッシャーヒーター

バックビューモニター  （注3）

全車標準装備 ●防眩式ルームミラー ●フロント車速感知無段間けつ式ワイパー ●熱線リヤウインドウ（タイマー式）

運転席まわり 本革巻ステアリング ◆1 ◆1 ◆4

ステアリングスイッチ

アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定

アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン ◆3 ◆8 ◆3 ◆8

アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット ◆7 ◆7

チルト・テレスコピックステアリング

電制シフト

電動パーキングブレーキ

オートブレーキホールド

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、キー2個）  （注4） ◆3 ◆5 ◆3 ◆5

リモートコントロールエントリーシステム（バックドア連動、作動確認機能付、キー2個）

プッシュパワースターター

統合型インターフェースディスプレイ ◆6 ◆7 ◆6 ◆7
アドバンスドドライブアシストディスプレイ（7インチカラーディスプレイ）
（パワーメーター、エネルギーフローメーター、バッテリー残量計、ドライビングコンピューター付、時計、外気温表示）

USB電源ソケット
タイプA 1個

タイプA 1個、タイプC 1個 ◆6 ◆7 ◆6 ◆7

ワイヤレス充電器  （注5） ◆6 ◆7 ◆6 ◆7

前席サンバイザー（バニティミラー、チケットホルダー付）

フロントセンターアームレスト（センターコンソールボックス）

センターコンソールロアボックス&ポケット

合皮アームレスト（ステッチ付）〈フロントセンター、フロントドア〉

ピアノブラック調フィニッシャー

シフト

シフトベース

インストロア ◆4 ◆4

全車標準装備
●パワーウインドウ〈フロントドア・リヤドア〉（運転席：ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付） ●ドライブモードセレクター ●EVモードスイッチ（チャージモード/マナーモード切替） ●コンフォートフラッシャー 
●車速感応式電動パワーステアリング ●電源ソケット（DC12V） ●フロントセンタートレイ（注5） ●グローブボックス ●カップホルダー（2個） ●フロントドアポケット（ボトルホルダー付） ●リヤドアボトルホルダー ●ルームランプ 
●マップランプ ●パワーウインドウスイッチ照明〈運転席〉 ●キー連動室内照明システム ●集中ドアロック（バックドア連動） ●フューエルフィラーリッドオープナー ●フットレスト

空調 オートエアコン

クリーンフィルター

クリーンフィルタープレミアム

ノート主要装備一覧

 標準装備　  メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）　  ディーラーオプション　  架装オプション（ご注文時に申し受けます）
車種

F S X S FOUR X FOUR

2WD 4WD

HR12DE-EM47 HR12DE-EM47-MM48

  ｜グレード別装備

オーディオ/ オーディオレス  （注6）
ナビゲーション 2スピーカー〈フロント〉

NissanConnectナビゲーションシステム（地デジ内蔵）（9インチワイドディスプレイ、ハンズフリーフォン、VICS（FM多重）、
ボイスコマンド、Bluetooth®対応、USB接続、HDMI接続、Apple CarPlay™・Android Auto™連携機能、
AM/FMラジオ、NissanConnectサービス対応、iPod®対応）  （注7）

◆6 ◆7 ◆6 ◆7

NissanConnect専用車載通信ユニット（TCU［Telematics Control Unit］）  （注8） ◆6 ◆7 ◆6 ◆7

ETC2.0ユニット（ビルトインタイプ） ◆6 ◆7 ◆6 ◆7

日産オリジナルナビ取付パッケージ（4スピーカー〈フロント、リヤ〉、TVアンテナ、GPSアンテナ） ◆3 ◆8 ◆3 ◆8

日産オリジナルナビゲーション

ルーフアンテナ（可倒式）

シャークフィンアンテナ

ナビレコお買い得パック＋ETC2.0（日産オリジナルナビゲーション、日産オリジナルドライブレコーダー（前後セット）、ETC2.0）
ベーシックパックプラス（日産オリジナルドライブレコーダー（前後セット）、フロアカーペット（プレミアム）、
プラスチックバイザー、ナンバープレートリムセット＋ナンバープレートロック、トノカバー）

日産オリジナルドライブレコーダー（前後セット）

ETC2.0/ETCユニット（日産オリジナルナビゲーション用）  （注9）

内装 メッキインナードアハンドル

助手席シートバックポケット  （注10）

ドアトリムクロス（トリコット）〈フロントドア〉

可倒式アシストグリップ〈前席/後席左右2席〉

ラゲッジランプ

インテリアイルミパック（センターコンソールイルミネーション（上段用/下段用）、センターコンソールマット（下段用））

トノカバー

ラゲッジアンダーボックス

フロアカーペット（プレミアム：消臭機能付）

シート

シート地

本革  （注11） ◆4 ◆4
グラデーショントリコット

トリコット

前席ヒーター付シート  （注12） ◆1 ◆1

運転席シートリフター（ラチェット式）

助手席回転シート＊9 （注13） （注13） （注13）

リヤセンターアームレスト（カップホルダー2個付） ◆4 ◆4

後席可倒式シート
6:4分割

6:4分割、リクライニング
上下調整式ヘッドレスト〈全席〉

外装/ ルーフスポイラー
タイヤ･ホイール カラードアウトサイドドアハンドル

ドアサッシュブラックアウト  （注14）

e-POWERエンブレム

e-POWER 4WDエンブレム

エクステリアパッケージ（フロントバンパーフィニッシャー、リヤバンパーフィニッシャー、サイドシルフィニッシャー）

185/60R16 86Hタイヤ&16インチアルミホイール（16×5.5J）、インセット：50、P.C.D：100（4穴） ◆4 ◆4

185/60R16 86Hタイヤ&16インチフルホイールカバー（16×5.5J）、インセット：50、P.C.D：100（4穴）

185/65R15 88Hタイヤ&15インチフルホイールカバー（15×5.5J）、インセット：50、P.C.D：100（4穴）

タイヤ応急修理キット（スペアタイヤレス）  （注15）
ジャッキ（ハンドルレバー、ハンドル兼ホイールナットレンチ付）

安全/ プロパイロット（ナビリンク機能付）＊3 ◆7 ◆7
メカニズム プロパイロット緊急停止支援システム（SOSコール機能付）  （注16） ◆7 ◆7

SOSコール  （注16） ◆6 ◆7 ◆6 ◆7

SRSエアバッグ〈前席〉

SRSニーエアバッグ〈運転席〉

SRSサイドエアバッグ〈前席〉&カーテンエアバッグ
ヒルスタートアシスト

ノート主要装備一覧

 標準装備　  メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）　  ディーラーオプション　  架装オプション（ご注文時に申し受けます）



〈安全装備の注意事項〉 ＊1、＊2、＊3、＊4、＊5、＊6、＊7、＊8 走行・安全ページの各機能注記をご覧ください。
＊9 車両は持込み登録でオーテックジャパン扱いとなります。助手席シートのスライド量が一部制限されます。一部ディーラーオプションは選択できません。詳しくは販売会社へお問い合わせいただくか、日産自動車ホームページ（日産ライフケアビークル
〔https://lv.nissan.co.jp/LVCAR/NOTE/SPINFRT/〕）をご確認ください。◆1～8はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。●「メーカーオプション」「架装オプション」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。（注1）アダプティブLEDヘッドライトシステムは、ハイビームアシストの機能を有しています。（注2）インテリジェント アラウンドビューモニターは、S、S FOURグレードではインテリジェント ルームミラーに
表示されます。対象の日産オリジナルナビゲーションを装着の場合はナビ画面への表示に切り替えが可能です。X、X FOURグレードではNissanConnectナビゲーションシステムのナビ画面に表示されます。（注3）日産オリジナルナビゲーション、日産オリジ
ナルディスプレイオーディオ装着車のみお選びいただけます。（注4）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。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす
恐れがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。（注5）◆6、◆7のNissanConnectナビゲーションシステム（地デジ内蔵）をお選びの場合、フロントセンタートレイはワイヤレス充電器となります。（注6）オーディオレス車にはカバー、ハーネス、
アンテナは装備されます。（注7）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になれない機種があります。NissanConnectサービス機能のご利用は、NissanConnectナビゲー
ションシステム搭載車となります。iPod®の対応機種については、日産羅針盤にてご確認ください（http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/）。（注8）NissanConnectサービス機能のご利用には、NissanConnectサー
ビスへのご契約が必要となります。（注9）ETC2.0は日産オリジナルナビゲーション装着車（一部機種を除く）のみお選びいただけます。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10）本革シートをお選びの場合は、スマートフォンポケットが追加
になります。（注11）シートメインの一部に本革を、その他の部位は人工皮革を使用しています。（注12）シート欄の前席ヒーター付シートとホットプラスパッケージの前席ヒーター付シートは同一の装備になります。（注13）助手席回転シート装着は特別架装と
なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。（注14）車体色スーパーブラック〈＃KH3〉の場合、ドアサッシュは車体色になります。（注15）タイヤ応急修理キットはラゲッジフロア下に収納されます。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボト
ルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。（注16）SOSコール機能はNissanConnectの加入が必要です。（注17）バッテリー残量等の状況により、停車中でもエンジンが作動する場合があります。●Bluetooth®ワード
マークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Incが所有権を有します。●Apple CarPlay™、iPodおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されているApple Incの商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき
使用されています。●AndroidおよびAndroid Auto™は、Google LLCの商標です。●NissanConnectは、日産自動車株式会社の登録商標です。

セットオプション

◆1 ●IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス〈フロント〉（S/S FOURのみ） ●本革巻ステアリング（2WDのみ） ●ホットプラスパッケージ（ヒーター付ドアミラー、ステアリングヒーター、前席ヒーター付シート、リヤヒーターダクト）（2WDのみ） 
●クリアビューパッケージ（ワイパーデアイサー、リヤLEDフォグランプ） ●高濃度不凍液（2WDのみ） ●PTC素子ヒーター（2WDのみ）

◆2 ●LEDヘッドランプ（ハイ/ロービーム、オートレベライザー、シグネチャーLEDポジションランプ付） ●アダプティブLEDヘッドライトシステム＊1 ●LEDフォグランプ（X、X FOURのみ）

◆3

●LEDヘッドランプ（ハイ/ロービーム、オートレベライザー、シグネチャーLEDポジションランプ付） ●アダプティブLEDヘッドライトシステム＊1 ●LEDフォグランプ ●サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー 
●インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知機能付）＊2 ●インテリジェント ルームミラー ●ステアリングスイッチ（アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン） 
●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、キー2個） ●日産オリジナルナビ取付パッケージ（4スピーカー〈フロント、リヤ〉、TVアンテナ、GPSアンテナ） ●インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）＊7 
●BSW（後側方車両検知警報）＊7 ●RCTA（後退時車両検知警報）＊8

◆4 ●LEDヘッドランプ（ハイ/ロービーム、オートレベライザー、シグネチャーLEDポジションランプ付） ●アダプティブLEDヘッドライトシステム＊1 ●LEDフォグランプ ●本革巻ステアリング（Xのみ） ●ピアノブラック調フィニッシャー（インストロア） 
●シート地（本革） ●リヤセンターアームレスト（カップホルダー2個付） ●185/60R16 86Hタイヤ&16インチアルミホイール

◆5 ●サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー ●インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知機能付）＊2 ●インテリジェント ルームミラー ●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、キー2個） 
●インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）＊7 ●BSW（後側方車両検知警報）＊7 ●RCTA（後退時車両検知警報）＊8　※◆8との同時装着はできません。

◆6
●インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知機能付）＊2 ●インテリジェント ルームミラー ●統合型インターフェースディスプレイ ●USB電源ソケット（タイプA 1個、タイプC 1個） ●ワイヤレス充電器 
●NissanConnectナビゲーションシステム（地デジ内蔵） ●NissanConnect専用車載通信ユニット（TCU［Telematics Control Unit］） ●ETC2.0ユニット（ビルトインタイプ） ●SOSコール 
●インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）＊7 ●BSW（後側方車両検知警報）＊7 ●RCTA（後退時車両検知警報）＊8

◆7
●インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知機能付）＊2 ●インテリジェント ルームミラー ●ステアリングスイッチ（アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット） ●統合型インターフェースディスプレイ 
●USB電源ソケット（タイプA 1個、タイプC 1個） ●ワイヤレス充電器 ●NissanConnectナビゲーションシステム（地デジ内蔵） ●NissanConnect専用車載通信ユニット（TCU［Telematics Control Unit］） ●ETC2.0ユニット（ビルトインタイプ）
●プロパイロット（ナビリンク機能付）＊3 ●プロパイロット緊急停止支援システム（SOSコール機能付） ●SOSコール ●インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）＊7 ●BSW（後側方車両検知警報）＊7 ●RCTA（後退時車両検知警報）＊8

◆8 ●ステアリングスイッチ（アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン） ●日産オリジナルナビ取付パッケージ（4スピーカー〈フロント、リヤ〉、TVアンテナ、GPSアンテナ）　※◆5との同時装着はできません。

車種
F S X S FOUR X FOUR

2WD 4WD

HR12DE-EM47 HR12DE-EM47-MM48

  ｜グレード別装備

安全/ インテリジェント エマージェンシーブレーキ＊4

メカニズム 踏み間違い衝突防止アシスト＊5

標識検知機能（進入禁止標識検知、最高速度標識検知、一時停止標識検知）

インテリジェント FCW（前方衝突予測警報）＊6

LDW（車線逸脱警報）

インテリジェント DA（ふらつき警報）

インテリジェント LI （車線逸脱防止支援システム）

フロント&バックソナー

エマージェンシーストップシグナル

インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）＊7 ◆3 ◆5 ◆6 ◆7 ◆3 ◆5 ◆6 ◆7

BSW（後側方車両検知警報）＊7 ◆3 ◆5 ◆6 ◆7 ◆3 ◆5 ◆6 ◆7

RCTA（後退時車両検知警報）＊8 ◆3 ◆5 ◆6 ◆7 ◆3 ◆5 ◆6 ◆7

車両接近通報装置

イモビライザー（国土交通省認可品）

全車標準装備

●アイドリングストップ（注17） ●ヘッドランプ消し忘れ&キー忘れ警報 ●燃料残量警告灯 ●半ドア警告灯 ●ELR付3点式シートベルト〈全席〉 ●ロードリミッター付ダブルプリテンショナーシートベルト〈前席〉 
●ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト〈後席左右2席〉 ●上下調整式シートベルトアンカー〈前席〉 ●シートベルト非着用時警告灯&警告音（シートベルトリマインダー）〈全席〉 ●ABS（アンチロックブレーキシステム） 
●ブレーキアシスト ●EBD（電子制御制動力配分システム） ●VDC（ビークルダイナミクスコントロール［TCS機能含む］） ●インテリジェント トレースコントロール（コーナリング安定性向上システム） 
●ｉ-Sizeチャイルドシート対応ISO FIX対応取付装置〈後席左右2席〉 ●チャイルドセーフティドアロック ●歩行者傷害軽減ボディ ●LEDハイマウントストップランプ ●バッテリーセーバー（ヘッドランプ、ルームランプ）

寒冷地仕様

ホットプラスパッケージ

ヒーター付ドアミラー

◆1 ◆1
ステアリングヒーター

前席ヒーター付シート  （注12）

リヤヒーターダクト

クリアビューパッケージ
ワイパーデアイサー

◆1 ◆1 ◆1 ◆1
リヤLEDフォグランプ

高濃度不凍液 ◆1 ◆1
PTC素子ヒーター ◆1 ◆1

ノート主要装備一覧

 標準装備　  メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）　  ディーラーオプション　  架装オプション（ご注文時に申し受けます）

F S X S FOUR X FOUR
2WD 4WD

HR12DE-EM47 HR12DE-EM47-MM48
車名型式 ニッサン 6AA-E13 ニッサン 6AA-SNE13

寸法
全長 4045mm 4045mm 4045mm 4045mm 4045mm
全幅 1695mm 1695mm 1695mm 1695mm 1695mm
全高 1505mm 1505mm 1520mm 1505mm 1520mm
室内寸法　長＊1 2030mm 2030mm 2030mm 2030mm 2030mm
室内寸法　幅＊1 1445mm 1445mm 1445mm 1445mm 1445mm
室内寸法　高＊1 1240mm 1240mm 1240mm 1240mm 1240mm
ホイールベース 2580mm 2580mm 2580mm 2580mm 2580mm
トレッド　前 1490mm 1490mm 1490mm 1490mm 1490mm
トレッド　後 1490mm 1490mm 1490mm 1490mm 1490mm
最低地上高＊1 120mm 120mm 120mm 125mm 125mm
重量・定員
車両重量 1190kg 1220kg 1220kg 1340kg 1340kg
乗車定員 5名 5名 5名 5名 5名
車両総重量 1465kg 1495kg 1495kg 1615kg 1615kg
性能
最小回転半径 4.9m 4.9m 4.9m 4.9m 4.9m
燃料消費率 （国土交通省審査値） 29.5km/L 28.4km/L 28.4km/L＊2 23.8km/L 23.8km/L＊7

市街地モード 29.9km/L 28.0km/L 28.0km/L＊3 23.1km/L 23.1km/L＊8

郊外モード 32.6km/L 30.7km/L 30.7km/L＊4 25.8km/L 25.8km/L＊9

高速道路モード 27.6km/L 27.2km/L 27.2km/L＊5 22.9km/L 22.9km/L＊10

（国土交通省審査値） 38.2km/L 34.8km/L 34.8km/L＊6 28.2km/L 28.2km/L＊11

主要燃費向上対策 ハイブリッドシステム
アイドリングストップ装置
可変バルブタイミング
ミラーサイクル
電動パワーステアリング

ハイブリッドシステム
アイドリングストップ装置
可変バルブタイミング
ミラーサイクル
電動パワーステアリング

ハイブリッドシステム
アイドリングストップ装置
可変バルブタイミング
ミラーサイクル
電動パワーステアリング

ハイブリッドシステム
アイドリングストップ装置
可変バルブタイミング
ミラーサイクル
電動パワーステアリング

ハイブリッドシステム
アイドリングストップ装置
可変バルブタイミング
ミラーサイクル
電動パワーステアリング

諸装置
駆動方式 前輪駆動 前輪駆動 前輪駆動 4WD 4WD
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 ラック&ピニオン式 ラック&ピニオン式
サスペンション　前 独立懸架ストラット式 独立懸架ストラット式 独立懸架ストラット式 独立懸架ストラット式 独立懸架ストラット式
サスペンション　後 トーションビーム式 トーションビーム式 トーションビーム式 トーションビーム式 トーションビーム式
主ブレーキ　前 ベンチレーテッドディスク式 ベンチレーテッドディスク式 ベンチレーテッドディスク式 ベンチレーテッドディスク式 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 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 185/65R15 88H 185/65R15 88H 185/60R16 86H 185/65R15 88H 185/60R16 86H

●燃料消費率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。●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国
際的な走行モードです。市街地モード ： 信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード ： 信号や渋滞等の影響をあまり受け
ない走行を想定。高速道路モード ： 高速道路等での走行を想定。WLTC ： Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycleの略
です。●JC08モードの燃料消費率は、ECOモード（アクセルオフ回生量 ： 多い）条件での値です。●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。 ＊1 社内測定値。 ＊2 185/60R16 86Hタイヤ&16インチアルミホイール装着の場合、燃料消費率は27.8km/
Lとなります。 ＊3 185/60R16 86Hタイヤ&16インチアルミホイール装着の場合、燃料消費率は27.6km/Lとなります。 ＊4 185/60R16 
86Hタイヤ&16インチアルミホイール装着の場合、燃料消費率は30.3km/Lとなります。 ＊5 185/60R16 86Hタイヤ&16インチアルミホ
イール装着の場合、燃料消費率は26.4km/Lとなります。 ＊6 185/60R16 86Hタイヤ&16インチアルミホイール装着の場合、燃料消費率
は33.2km/Lとなります。 ＊7 185/60R16 86Hタイヤ&16インチアルミホイール装着の場合、燃料消費率は23.2km/Lとなります。 ＊8 
185/60R16 86Hタイヤ&16インチアルミホイール装着の場合、燃料消費率は22.0km/Lとなります。 ＊9 185/60R16 86Hタイヤ&16イ
ンチアルミホイール装着の場合、燃料消費率は25.4km/Lとなります。 ＊10 185/60R16 86Hタイヤ&16インチアルミホイール装着の場合、
燃料消費率は22.4km/Lとなります。 ＊11 185/60R16 86Hタイヤ&16インチアルミホイール装着の場合、燃料消費率は27.6km/Lとなります。

ノート主要諸元

■変速比・最終減速比

発電用エンジン型式 HR12DE HR12DE
種類・シリンダー数 DOHC水冷直列3気筒 DOHC水冷直列3気筒
シリンダー内径×行程 78.0×83.6mm 78.0×83.6mm
総排気量 1.198L 1.198L
圧縮比 12.0 12.0
最高出力 60kW（82PS）/6000rpm 60kW（82PS）/6000rpm
最大トルク 103N・m（10.5kgf・m）/4800rpm 103N・m（10.5kgf・m）/4800rpm
燃料供給装置 ニッサンEGI（ECCS）電子制御燃料噴射装置 ニッサンEGI（ECCS）電子制御燃料噴射装置
使用燃料 無鉛レギュラーガソリン 無鉛レギュラーガソリン
タンク容量 36L（Fは32L） 36L
フロント
モーター

型式 EM47 EM47
種類 交流同期電動機 交流同期電動機
最高出力 85kW（116PS）/2900-10341rpm 85kW（116PS）/2900-10341rpm
最大トルク 280N・m（28.6kgf・m）/0-2900rpm 280N・m（28.6kgf・m）/0-2900rpm
動力用主電池　種類 リチウムイオン電池 リチウムイオン電池

リヤ
モーター
（4WD車）

型式 - MM48
種類 - 交流同期電動機
最高出力 - 50kW（68PS）/4775-10024rpm
最大トルク - 100N・m（10.2kgf・m）/0-4775rpm
動力用主電池　種類 - リチウムイオン電池

■エンジン&モーター主要諸元

〈国際単位系（SI＝エスアイ）による出力・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
いた出力単位「PS」は「kW（キロワット）」、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、SI単位から従来単位への換算値は次のとおりです。出力（PS）の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。トルク（kgf・m）の数値は小数点第1位までとし、小数点第2位を四捨五入します。　
1PS=0.7355kW　1kgf・m=9.80665N・m

エンジン HR12DE-EM47 HR12DE-EM47-MM48
最終減速比 フロント 7.388 7.388

リヤ - 7.282

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
なりませんので、ご注意ください。


