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最先端へと挑戦しつづける、先進技術。
絶大な信頼を誇る。「インテリジェント4×4」（4WD MODEスイッチ付）
ウェットな路面から、雪上、さらにはスタックの脱出まで
あらゆる路面に対応する電子制御4ＷＤシステム
アクセルを踏むと同時に、各種センサーの情報から、4 ＷＤコンピュータが
走行状況に応じて前後トルク配分を 100：0 から約 50：50 に切り替えて、
滑りやすい路面でも安定した走りを実現。

[ ＬＯＣＫモード ]

世界をリードする。先進のシャシー制御

4ＷＤ車に標準装備

[ ＡＵＴＯモード ]

世界初＊1

インテリジェント ライドコントロール（車体振動抑制システム）

[2 Ｗ Ｄ モ ー ド ]

車体の上下動を予測し、駆動力とブレーキを制御することで不整路などでの
車体振動を低減。微細な振動から大きな揺れまで、さまざまな起伏に対応し、
乗り心地と安心感を向上させます。
雪道の急坂、轍の乗り越え、
スタック脱出などで、発進時に前後

雪道や未舗装路などで、
高速道路や街路など乾いた
前後輪の駆動を自動的に配分し、 舗装路などで、常時、前輪駆動で

トルク配分を固定し、走破性を高める。 安定した走りを可能にする。

走行安定性を高めるヨーモーメントコントロール

走行する経済的なモード。

[ 小さなデコボコ道 ]

[ 大きなデコボコ道 ]

エンジントルクの
細やかな制御により、
車両姿勢をスムースに。

エンジントルクに加えて
ブレーキ制御も働いて、
車両の揺れを抑制。

ヨーモーメント
コントロール非装着車

ＶＤＣに搭載されたステアリング操舵量を検知する「舵角センサー」
、車両
の旋回情報を判断する「ヨーレートセンサー」
、
「G センサー」からの情報を
4WD コンピュータが瞬時に分析。ドライバーが思い描くターゲットライン
を予測し、自動的に前後トルク配分をきめ細かく行い、滑りやすい路面でも
安定したコーナリングを実現します。

ヨーモーメント
コントロール装着車

インテリジェント エンジンブレーキ
01 通常は 2WD に近い前後トルク配分を行う。 02 運転操作に応じて最適な前後トルク配分を行う。
03 旋回中のステアリング操舵量から算出されるターゲットラインと、実際の車両挙動
（アンダーステア、オーバーステア）を比較して、車両の状態に応じた最適な前後トルク配分を行う。

最先端を、相棒に。

世界初＊2

コーナーやブレーキ時にエンジンブレーキを付加。コーナーでは速度調整を、
ブレーキ時は減速をアシストし、ドライバーのブレーキの操作負荷を軽減し
ます。イージードライブをサポートし、長距離移動の疲労も抑えられます。

電気のチカラを
４輪すべてに。

[ コーナリング時 ]

Photo:20Xi HYBRID（4WD）。ボディカラーはシャイ

[ ブレーキング時 ]

コーナーでは速度調整を
アシストし、ブレーキペダルの
踏み替え操作を減らします。

ブレーキ操作に合わせて
エンジンブレーキ量を
調整してくれます。

消費税込車両本体価格

インテリジェント トレースコントロール

ニングブルー（PM）
〈＃RAW・スクラッチシールド〉
ルーフレール54,000円は価格に含まれておりません。

エクストレイル 20Xi HYBRID （2000＋モーター/4WD/エクストロニックCVT）

（コーナリング安定性向上システム）

3,302,640円

エクストレイルは、消費税込車両本体価格2,231,280円（20S［2列］
〈2000/2WD/エクストロニックCVT〉）からお求めいただけます。

山道や高速出入口のカーブで、ステアリング操作やアクセル / ブレーキ操作
状況に基づき、4 輪それぞれのブレーキを制御。車両の動きを滑らかにし、
安心感の高いコーナリングを可能にします。

[ コーナリング時 ]

[ コーナーの出口 ]

狙いどおりの
走行ラインを容易に
トレースできます。

シャシー制御
・インテリジェント ライドコントロール

エクストレイルの
主な安全装備

（車体振動制御システム）

・インテリジェント エンジンブレーキ
・インテリジェント トレースコントロール

走行ラインが外に膨らまずに
加速することができます。

（コーナリング安定性向上システム）

プロパイロット＊3
グレード別設定

インテリジェント4×4
（4ＷＤ MODEスイッチ付）

ハイビームアシスト

インテリジェント ルームミラー
グレード別設定

グレード別設定

エクストレイル 20Xi 2列シート

（2000/4WD/エクストロニックCVT）
消費税込車両本体価格

3,034,800円

Photo:20Xi
（4WD）
。ボディカラーはプレミアムコロナオレンジ
（PM）
〈 ＃EBB・スクラッチ
シールド〉特別塗装色54,000円、ルーフレール54,000円は価格に含まれておりません。

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）

イ ン テ リ ジ ェ ン ト ア ラ ウ ン ド インテリジェント
ビューモニター（移動物検知機能付） エマージェンシーブレーキ＊3
グレード別設定

＊3

踏み間違い衝突防止アシスト＊3

インテリジェントLI
（車線逸脱防止支援システム）
グレード別設定

＊3

インテリジェント パーキングアシ
スト（駐車支援システム）
＊3

メーカーオプション

インテリジェントDA
（ふらつき警報）
メーカーオプション

＊3

＊3 安全装備はドライバーの安全運転を補助するものであり、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。システムの能力には限界があり、天候や路面状況などによっては作動しないことがありますので、システムだけに頼った運転はせず、

＊1 ブレーキで乗り心地を向上する技術の商品採用が世界初。2013年9月現在自社調べ。
＊2 ドライバー操作に応じて自動でエンジンブレーキを付加する技術の商品採用が世界初。2013年9月現在自社調べ。

天候や路面状況に合わせた運転、周囲の車両・歩行者の確認、十分な車間距離の確保など、安全運転を心がけてください。先進技術・機能の設定条件は、車種・グレードにより異なります。

4WD
［モーターアシスト方式］
がさまざまな シーンを強力にサポート！

4WD
雪や雨で前輪が空転する前
に、素早く自動で 2WD か
ら 4WD に切り替え、
スムー
スな発進・加速を実現。

4WD

2WD

4WD

2WD

滑りやすい交差点での発進・
加速がスムース

坂道発進でもタイヤが
空転しにくい

2WD ⇔ 4WD が自動で
切り替わる

下り坂での安定した減速

アクセルの踏みすぎによるタイヤの空転を抑制。
左右折やカーブでも車体が横滑りしにくく、ス
ムースに発進・加速できます。

登り坂で車両がずり下がるようなヒヤリとする
場面では、瞬時に 4WD 走行に切り替わり、スムー
スかつ力強く発進できます。

発進後に時速 30km 以上になると 2WD に、時
速 30km 以下でスリップを検知すると 4WD に
切り替わります。

アクセルペダルを緩めるだけでスムースに減速。
下り坂でのブレーキ回数や ABS 作動の頻度が軽
減され、走行が安定します。

ノート e-POWER X FOUR

（モーター＋1200/4WD）

ノートの
主な安全装備

インテリジェント
クルーズコントロール
グレード別設定

インテリジェントLI
（車線逸脱防止支
援システム）
/LDW
（車線逸脱警報）
グレード別設定

インテリジェント
エマージェンシーブレーキ
グレード別設定

踏み間違い衝突防止
アシスト
グレード別設定

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）
グレード別設定
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Photo：e-POWER X FOUR（4ＷＤ）。
ボディカラーは、ギャラクシーゴールド(TM)〈＃HAJ〉
特別塗装色37,800円は価格に含まれていません。

ハイビームアシスト
グレード別設定

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）
メーカーオプション

インテリジェントルームミラー（イン
テリジェントアラウンドビューモニ
ター表示機能付）
メーカーオプション

電気のチカラを
４輪すべてに。

消費税込車両本体価格

2,237,760円

ノートe-POWERは、消費税込車両本体価格1,901,880円
（S〈モーター＋1200/2WD〉）からお求めいただけます。
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