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ETCとは、 Electronic Toll Collection System  の略で、高速道路の利用時に
料金所の通過をスムーズに行うために自動で料金を精算するシステムのことです。

高速道路料金の割引もスタート！  
便利でお得なETCは、日産におまかせ。

日産のお店なら、お申込みからセットアップまで全部まとめてサポートします。
まずは裏面のラインナップから、お好みのETCユニットをお選びください。

※セットアップ時には「車検証」が必要です。また、別途セットアップ費用がかかります。
※セットアップとは車両情報を暗号化し、その暗号化された情報の書き込まれたセットアップカードによって、
ETCユニット（本体）に情報を電子的にインプットする作業のことです。不正防止、セキュリティ強化の観点
から、セットアップ作業は（財）道路システム高度化推進機構（ORSE）に認定されたお店でしか行えません。

ETCが使えるようになるまでの流れ

ETCユニット（本体）だけ購入しても、ETCは利用できません。
カードのお申込みやセットアップが必要です。

自動車登録番号や車名、型式、自動車の種別など、
ETCを利用するのに必要な情報を登録。これで準備完了です。

3 セットアップ

クルマのインテリアと一体化するビルトインタイプ、
使いやすい場所にセットできる汎用取付タイプがあります。

2 ETCユニット（本体）の購入&取付け

最初に「ETCカード」のお申込みが必要です。クレジット
会社だけでなく、日産の販売会社でもお申込みできます。
※詳しくは裏面をご覧ください。

1 ETCカードの申込み

ETC装着のメリット
乗る人にも環境にも、ETCには使えば使うほどうれしいメリットがたくさんあります。

各種割引利用で、どんどんお得
高速道路料金の大幅割引期間中はもちろん、「特定区間割引」や「時間帯割引」など

ETC専用の割引制度が充実しています。

スムーズに料金所を通過
支払いのたびに止まることがないので、「わずらわしさ」や「時間のロス」が少なくなり、

渋滞緩和にもつながります。

環境にもやさしい
料金所で「停止」「発進」を繰り返さずに通過できるので、燃費向上も期待でき、

CO2排出量の削減にもつながります。

LED付スピーカー
内蔵アンテナ

LED付スピーカー
内蔵アンテナ

LED付スピーカー
内蔵アンテナ

ETCユニット ラインナップ
欲しい機能から選べる、日産のETCユニット。日産純正品ならではの3年間または6万km保証付※も魅力です。
※本パンフレット掲載商品の保証期間は、お買い上げ日またはお取付け日から3年間です。ただしその期間内でも走行距離が6万kmまでとします。

●このパンフレットの内容は2009年6月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。●各商品は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。●掲載されている写真の一部は合成写真となります。

まずはETCを使ってみたい！

スタンダードタイプA ビルトインタイプB ナビ連動タイプC
せっかくだから、

ナビとETCを連動させたい！
ダッシュボードや室内は、
つねにスッキリしておきたい！

ナビ連動＋ビルトインタイプD
B＋Cのどちらの機能も欲しい！

ビルトイン
タイプ B ナビ連動

タイプ C＋ ＝

日産ETCカードなら、
年会費がずっと無料！
日産ポイントもたまります。

日産ETCカード
年会費 永年無料

※ カードを利用するたびに日産ポイントがたまります。たまったポイン
トはキャッシュバックやプレミアムグッズと交換できます。他にも販
売会社での5％割引など、特典満載のカードです。

日産カ－ドVISA・MasterCard
年会費  本人会員 ： 1,312円（家族会員／枚：420円）

NISMO CARD（レギュラー）
年会費  本人会員 ： 1,312円（家族会員／枚：420円）※日産ETCカードのお申込みには、同時に日産カ－ドVISA・MasterCard / NISMO CARDへのご入会・切替申込みが必要です。

日産カード・日産ETCカードのお申込みはこちら 株式会社日産フィナンシャルサービス 0120-917-623  （受付：年中無休 9:00～17:30）

基本機能のみを追求した、お求めやすいベーシックモデル。 室内の専用スペースの中にきちんと収めることができます。 ナビと接続させて、ナビ側から ETCに関連した情報を画像や
音声で出力させることができます。

※本体カバー付

●上記の取付費・消費税込価格以外に、別途セットアップ費用がかかります。「ETCカード未挿入お知らせアンテナ／予告アンテナ」について
誤進入を避けるため、各道路会社がレーン手前に設置しているアンテナのことです。ETCカードの入れ忘れ、挿入不足のときや、ETCカードの有効期限切れなどの場合に、ETCユニットが
反応してクルマがETCレーンを通行できないことを事前にドライバーにお知らせします。※アンテナにより、お知らせする内容が異なります。※設置されていないレーンもあります。

スタンダード
タイプ

A

B

C

D

音声ガイドモデル

22,890円～（取付費・消費税込）
HM08-S

ビルトイン
タイプ

ナビ連動
タイプ

ナビ連動＋
ビルトイン
タイプ
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確認
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音声ガイドモデル

27,390円～（取付費・消費税込）
BM08-S
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ガイド
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確認
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ガイド
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確認

音声
ガイド

カード
入れ忘れ

履歴
確認

※1 ※2

（HS709D・HS309・MS309D用）
オリジナルナビゲーション連動モデル

33,390円～（取付費・消費税込）
BM08-D

（HC509D・HC309D用）
オリジナルナビゲーション連動モデル

34,230円～（取付費・消費税込）
BD08-D

（HS709D・HS309・MS309D用）
オリジナルナビゲーション連動モデル

28,890円～（取付費・消費税込）
HM08-D

（HC509D・HC309D用）
オリジナルナビゲーション連動モデル

36,975円～（取付費・消費税込）
HD08-D

ベーシックモデル

18,690円～（取付費・消費税込）
HM08-SB

※有名女性声優の音声で
　ご案内いたします。

※有名女性声優の音声で
　ご案内いたします。

※1 通常時は無音です。異常時
にのみ、ブザー＋音声でご案内
いたします。※2 ユニット本体か
らの音声出力はありませんが、
ETCカードに履歴を記録させる
ことができるので、高速道路の
パーキングエリアなどに設置さ
れている「ETC利用明細読出
器」を利用して確認できます。
また、「ETC利用照会サービス」
でも履歴を確認できます。

音声
ガイド

音声で案内をすることができます。ブザー音のみの場合と違って、音声で案内することで
非常にわかりやすくなります。 ※ナビ連動時はナビ側から音声が出力されます。

カード
入れ忘れ

カード入れ忘れによる誤進入を避けるため、レーン進入前にカードが認識されていない場合は音声やブザー音でお知らせします。
※「ETCカード未挿入お知らせアンテナ」が設置され、かつ電波を受信した場合に限ります。

履歴
確認

ETCユニットもしくは接続したナビ側からの
音声や画像で、ETCの利用履歴を確認できます。
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