OPTIONAL PARTS

★

本カタログ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。
※一部商品（ 5YEARS COAT 、NISMO パーツ、日産グッズ、
DVD-ROM 、カーライフ コレクション、車載用防災キット他）
は除きます。詳細はカーライフアドバイザーにお問い合わせ
ください。

オプショナルパーツカタログに掲載の内容は、
予告なく変更する場合がございます。
最新の情報は、2次元コードからご確認ください。

www.nissan.co.jp

お問い合わせはお近くの販売会社、または右記へどうぞ。

お客さま
相談室

0120-315-232

（携帯も対応）＞＞ 受付時間 9：00 〜 17：00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応やお客さま満足度向上のために記録し活用させていただいております。なお、内容により販売会社から回答させていただくことが適切と当社が判断した場合には、当社の
要請に基づき販売会社からお客さまに直接ご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。なお、当社における個人情報の取り扱いに関する詳細は、上記「日産自動車ホームページ」に掲載しております。
スピ ード お さえて 、い い 運 転 。シ ートベ ルトとチャイ ルドシ ートを 忘 れ ず に 。
●本カタログの内容は2022年10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。●本カタログに掲載されている写真は、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。●本カタログに掲載されている写真の一部は合成写真となります。なお、写真の小物類は撮影のための小道具です。

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島1丁目1番1号

OPTIONAL PARTS

OPTIONAL PARTS for DAYZ

EXTERIOR
ブラック、そしてクローム。
個性を際 立たせるふたつのアプローチ。

01

08
エクステリアブラックパッケージ装 着 車

03 02

04

エクステリアクロームパッケージ装 着 車

09

05
エクステリアブラックパッケージにつきましては P15 をご覧ください。

エクステリアパーツ

06

エクステリアクロームパッケージにつきましては P15 をご覧ください。※写真はイメージです。

エクステリアパーツ

〈消灯時〉

〈経過中〉

〈点灯時〉

内側から外側へ流れるように点灯することで、視認性をアップ。
（点灯イメージ）

01 ブラックグリルフィニッシャー （ブラック塗装）

02 ブラックフォグランプフィニッシャー （ブラック塗装）

03 ブラックフロントバンパーアクセント（ブラック調、ハイボスカル製）

05 クロームフォグランプフィニッシャー （クロームメッキ）

ハイウェイスターのフロントフェイスを、より精悍に、スタイリッシュに引き締

フォグランプの存在感を際立てるブラックのフィニッシャー。光沢のあるブラッ

フロントフェイス下部に力強いイメージを加えるブラック調のバンパーアクセ

ハイウェイスター のフロントフェイスをもっと個 性 的に。クロームの 輝きが、

めるブラックのグリルフィニッシャーです。

クがハイウェイスターのフロントビューを演出します。

ントです。ハイウェイスターの個性がさらに引き立ちます。

フォグランプの存在感をいっそう高めます。

○ハイウェイスター用：インテリジェントアラウンドビューモニターキャリブレーション
作業除く/含む
27,280 円 / 29,040 円（取付費・消費税込）

○ハイウェイスター用：インテリジェントアラウンドビューモニターキャリブレーション
作業除く/含む
30,580 円 / 32,340 円（取付費・消費税込）

○ハイウェイスター用

16,940 円（取付費・消費税込）

06 クロームフロントバンパーアクセント
（クロームメッキ調、ハイボスカル製）

バンパーグリル下に輝くクロームメッキ調のアクセント。ハイウェイスターの

○ハイウェイスター用：インテリジェントアラウンドビューモニターキャリブレーション
作業除く/含む
30,580 円/ 32,340 円（取付費・消費税込）

07 シーケンシャルドアミラーウインカー
フロントターンランプと連動してドアミラーの LED が流れるように光り、先進
的でスタイリッシュな印象を演出します。

表情を、いっそう精悍で個性的にグレードアップすることができます。
○ハイウェイスター用

34,800 円（取付費・消費税込）

16,940 円（取付費・消費税込）

プラスワンアイテム

08 イルミネーション付エンブレム（白色発光）

04 エスティーロアルミホイール（ガングレーメタリック、4 本セット、5 本ツインスポーク）
ガングレーメタリックのダークスモークフェイスが存在感を主張する、スタイリッシュな 14インチアルミホイール。
標準装着タイヤへの装着時 91,300 円（取付費・消費税込）
標準装着タイヤ以外への装着時 84,260 円（取付費・消費税込）
※この他にシルバーのタイプもご用意しています。詳しくは P18 の〈オプショナルパーツ一覧表〉をご覧ください。

○ 14×4.5J 、インセット46

注 ）ホイー ルナットは同 梱しておりませ ん ので､ 車 両 標 準 ナットを共 用されな い 場 合 は ､ 別 途 純 正 袋ナットをご用 意ください 。
また､ホイールロックセットを同時装着される場合は､標準ナット（キャップ付）をお選びください。標準装着タイヤと標準装着タ
イヤ以外に装着の場合で取付費が異なります。詳しくは、カーライフアドバイザーにお問い合わせください。

09 マッドガード（リヤセット：1 台分）

10 ドアハンドルプロテクター

スモールランプに連動して白色発光 LED が点灯。夜間の

タイヤのはね上げる小石や泥でボディが傷つくのを防ぎ

ドア開閉時のひっかき傷を防止するだけでなく、
ドアハン

プレミアム感を高めるアイテムです。

ます。

ドルまわりをドレスアップできます。

○ハイウェイスター用：
インテリジェントアラウンドビューモニター
キャリブレーション作業除く/ 含む

○ハイウェイスター用 各色 11,220 円（取付費・消費税込）

○黒色/白色

29,040 円 / 30,800 円（取付費・消費税込）

各 9,020 円（取付費・消費税込）

注 ）マッドガード非 装 着 車に対して、最 大リヤ 約 40mm ダウンし
ます。本商品を装着した場合、縁石や段差の大きな場所では路面
等と干渉する場合がありますのでご注意ください。各色について
は、P19 の〈オプショナルパーツ一覧表〉をご覧ください。

注）写真の照度や色は実際とは異なっ
て見える場合がございます。
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INTERIOR

インテリアパーツ

もっとスタイリッシュに、もっと上 質に。インテリアを演出する。

〈マルチストライプ〉

13 インパネトレイマット （シリコンゴム製）
トレイに置いた小物などが滑りにくい、シリコンゴム製のマットです。もし汚れても取り外して洗うことができます。
○クー ル ストライプ（ ブ ラック×ブ ル ー ストライプ ）/ マ ル チ ストライプ（ ブ ラック×ライトブ ラウン×ライトグレ ー ）

〈クールストライプ〉

各 5,500 円（消費税込本体価格）

11 革調シート全カバー （ブラック、ブルーパイピング付：1 台分）

ぴったり装着

日産 純 正のフロアカーペットだから、
フロア形状にぴったり合います。

ブラックにブルーのパイピングがスタイリッシュな革調シート全カバー。車内を高級感あふれるイメージに一新します。フィット感に優れるだけでなく

しっかり固定

日産 純 正のフロアカーペットだから、
車 両のクリップでしっかり固定できます。

シートの汚れも防止。難燃性素材なので安心です。また、助手席背面の上下に便利なポケットを装備。運転席の助手席側にもポケットを装備しました。

49,900 円（取付費・消費税込）

〈フロントポケット〉

〈フロアカーペット使用時の注意事項〉
運 転 席 用 のフロアカー ペットは 、安 全 の ため 、車 両 のクリップに必 ず 固 定してくださ い 。
その他 のカー ペット等を重 ねて 使 用しな い でください 。フロアカー ペットや 重 ね 敷きした
このラベルが
カーペット等が車両のペダルに干渉して、ペダル操作に支障をきたす場合があります。
「日産純正」の証

〈シートバックポケットアッパー〉 〈シートバックポケットロア〉

日産純正のフロアカーペットは意匠登録出願済です。
ペットやタバコ、汗などのにおいを消臭剤で吸着、分解し、いやなにおいを軽減し
ます。日産専用エンブレム付。

白色発光 LED ランプ

14 インパネトレイイルミネーション（白色：助手席側インパネトレイ部イルミ）

15 フロアカーペット （エクセレント、ブラック、消臭機能付：1 台分）

インパネトレイを柔らかい白色発光のLEDイルミネーションでライトアップします。

フロアの汚れを防止し、足元をすっきり清潔に保護しながら、シックな質感で車内の雰囲気も高めます。

注）写真の照度や色は実際とは異なって見える
場合がございます。
※インパネトレイマットは別売りとなります。

15,620 円（取付費・消費税込）

各 19,900 円（消費税込本体価格）

○標準地仕様車用 / 寒冷地仕様車用

〈フロントドア〉

〈リヤドア〉

16 フットウェルランプ（白色発光 LED 、フロント用：運転席・助手席）

17 キッキングプレート （ステンレス製、DAYZ ロゴ付）

繊細なラインがクールで大人っぽいイメージのシート全カバー。都会的でおしゃれな雰囲気に車内を演出します。フィット感に優れるだけでなく、シートの汚れも防止。難燃性素材

夜間の乗り降りの際に、
ドアの開閉と連動して点灯、消灯し、ポジションランプに連動して減光。2 モードの白色発光 LED

フロント・リヤ 4 枚セット。フロントには DAYZ のロゴを配した、スタイリッシュなデザインです。

なので安心です。また、助手席背面の上下に、スマートフォンや雑誌などの収納に便利なポケットを装備しました。

で足元を演出します。

12 シート全カバー （デザインタイプ、ブラック×クールストライプ、ブルーパイピング付：1 台分）

29,900 円（取付費・消費税込）

〈シートバックポケットアッパー〉 〈シートバックポケットロア〉

○ボレロ、X 系、S 用 / ハイウェイスター用

注）イルミネーションの照度や色は実際とは異なって見える場合がございます。
※フロアカーペットは別売りとなります。

各 18,480 円（取付費・消費税込）

18,150 円（取付費・消費税込）
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INTERIOR

インテリアパーツ

華やかに、心地よく。自分らしさにこだわったインテリアを選ぶ。

20 シートアンダードロー （テキスタイル製、引出型収納ボックス）
普段は隠しておきたい物をフロントシート下に収納できるボックスです。外側はダークブラウン、内側はアイボリー色に
することで、収納した物を見やすくしました。高さのあるティッシュボックスなどを収納可能。シート下から引き出す際に
フタが開くので便利です。収納する物のサイズに合わせてセットできる、取り外し式の仕切りも付属しています。
収納時

12,760 円（取付費・消費税込）

〈ナチュラルヘリンボーン〉

18 シート全カバー （デザインタイプ、アイボリー×フラワー、ライトブルーパイピング付：1 台分）
フェミニンな花柄を大胆にあしらったシート全カバー。アイボリー基調のシート生地と花柄のコントラストが上品な華やかさを表現します。フィット感に優れるだけでなく、シートの
汚れも防止。難燃性素材なので安心です。また、助手席背面の上下にスマートフォンなどの収納に便利なポケットを装備しました。

29,900 円（取付費・消費税込）

ぴったり装着

日産 純 正のフロアカーペットだから、
フロア形状にぴったり合います。

しっかり固定

日産 純 正のフロアカーペットだから、
車 両のクリップでしっかり固定できます。

〈フロアカーペット使用時の注意事項〉
運 転 席 用 のフロアカー ペットは 、安 全 の ため 、車 両 のクリップに必 ず 固 定してくださ い 。
その他 のカー ペット等を重 ねて 使 用しな い でください 。フロアカー ペットや 重 ね 敷きした
このラベルが
カーペット等が車両のペダルに干渉して、ペダル操作に支障をきたす場合があります。
「日産純正」の証

〈シートバックポケットアッパー〉 〈シートバックポケットロア〉

日産純正のフロアカーペットは意匠登録出願済です。
ペットやタバコ、汗などのにおいを消臭剤で吸着、分解し、いやなにおいを軽減し
ます。日産専用エンブレム付。

〈マルチストライプ〉

21 インパネトレイマット （シリコンゴム製）

22 フロアカーペット （エクセレント、ブラウン、消臭機能付：1 台分）

トレイに置いた小物などが滑りにくい、シリコンゴム製のマットです。もし汚れても取り外して洗う

フロアの汚れを防止し、足元をすっきり清潔に保護しながら、シックな質感で車内の雰囲気も高めます。

ことができます。

各 19,900 円（消費税込本体価格）

○標準地仕様車用 / 寒冷地仕様車用

○ ナチュラル ヘリンボーン（アイボリー×ウォームグレー ）/
マ ルチストライプ（ブラック×ライトブラウン×ライトグレー ）

各 5,500 円（消費税込本体価格）

写真は 2WD 車

〈 2WD 車用〉

19 革調シート全カバー （ベージュ×ブラウン、グレーパイピング付：1 台分）

23 アームレストコンソール

ベージュ基調のサイド部にはダークブラウン、グレーのパイピングをあしらった革調シート全カバー。フィット感に優れるだけでなく、シートの汚れを防止す
る機能もそなえています。難燃性素材なので安心です。また、助手席背面の上下に便利なポケットを装備。運転席の助手席側にもポケットを装備しました。

49,900 円（取付費・消費税込）

〈フロントポケット〉

〈シートバックポケットアッパー〉 〈シートバックポケットロア〉

〈カラー
バリエーション〉

〈 4WD 車用〉

24 ラゲッジアンダーボックストレイ

25 ラゲッジマット

さっと取り出したいものが収納できるフタ付の小物入れ。インテリアに合わせて

樹脂製で防水性に優れたバケットタイプのアンダーボックストレイです。ウォッ

ラゲッジルームに合わせた形状で、フロアにぴったりフィット。ラゲッジフロア

3 色から選べます。

シャブルなので、濡れた傘や衣類も気軽に収納できます。

の汚れ防止に役立ちます。

○グレー /ブラウン /ブラック

各 18,500 円（取付費・消費税込）

注）
シート全カバーまたは革調シート全カバーとアームレストコンソールを同時装着する場合は、
アームレスト部にはシートカバーは取付けできません。

○ブラック：2WD 車用 /4WD 車用

各 11,000 円（消費税込本体価格）

○ブラック

5,940 円（消費税込本体価格）
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NAVIGATION/AUDIO
日産オリジナルナビゲーションに、
楽しさと便利さが進 化した
Wi-Fi 搭載モデルが登場。

ディスプレイオーディオ

28 9 インチ ディスプレイオーディオ
スマートフォンと接続し、普段使っているアプリ※を大画面で操作できます。

95,480 円（取付費・消費税込）
98,384 円（取付費・消費税込）

〇日産オリジナルナビ取付パッケージ付車用
※写真はイメージです。画面はハメ込み合成です。

〇日産オリジナルナビ取付パッケージ無車用
※ Apple CarPlay/Android Auto TM 対応のアプリ。

AV 機能

基本スペック

26 日産オリジナルナビゲーションMM222D-L（ 9インチ）

27 日産オリジナルナビゲーションMM222D-Le（9インチ）

スマートフォンを経由して

Wi-Fi を搭載。ご家庭のレコーダーと接続できる

無料部分地図更新ができるWi-Fi 搭載モデル。
〇日産オリジナルナビ取付パッケージ付車用

〇日産オリジナルナビ取付パッケージ付車用

〇日産オリジナルナビ取付パッケージ無車用

〇日産オリジナルナビ取付パッケージ無車用

218,448 円（取付費・消費税込）

詳しくはこちらから

219,000 円（取付費・消費税込）

スマートフォンによる地図更新

238,448 円（取付費・消費税込）

取付費・消費税込本体価格

Topic 2

A

地図
データ
メディア

レコーダーリンク

名

称

MM222D-Le

ナビに Wi-Fi を内蔵。スマートフォンを使って

日産オリジナルナビ
取付パッケージ付車用

日産オリジナルナビ
取付パッケージ無車用

録画番組も、放送中の番組も、自宅と同じように車内で楽しめる！
インターネット

MEMORY
タイプ

クルマ

※2

MM222D-L

（メモリータイプ）

D

A

199,000

B

218,448

A

219,000

円

B

238,448

円

A

95,480

円

B

98,384

円

※1 OP

自宅

MEMORY

映像
ストリーミング
再生

タイプ

Wi-Fi 接続
̶

約 3 年間の期間中、無料で部分地図更新を年 6 回実施。
〈部分地図更新内容〉・道路地図（縮尺 50m 〜 250km ）※細街路含む
・案内画像（ 3D 交差点拡大図、JCT 分岐、方面看板など） ・音声案内 ・地点検索データ
※無料全地図更新は、従来通り販売店で行います。

Topic3

HDMI 入力に対応

VICS
WIDE

MM222D-Le

自分の好きなときに、車内で手軽に部分地図更新が可能。

新しく開通した道路などがいち早くルート探索に使えます。

音楽対応

ハンズ
フリー
電話

対応

D OP：ディーラーオプション M OP：メーカーオプション ○：標準 △：オプション ―：設定なし

レコーダー

MM222D-Le

ご家庭のレコーダーとナビをスマートフォンを経由して接続。
コーダーとナビをスマートフォンを経由し
経由して接続。多彩な映像が車内で楽しめます。
多彩
・録画番組（アニメ、
ドラマなど） ・ムービー（家族で撮影した動画など） ・スポーツ中継
（地上波、BS 、CS ）
ニメ、
スポ
※お客様のお手持ちのスマートフォンの通信を使います。
持ちのスマートフォンの通信を使います。※接続可能なレコーダー等の詳細は 2 次元
次元コードよりご確認ください。

D
OP

̶

※2

MM222D-Le
（メモリータイプ）

9インチ
ディスプレイ
オーディオ

円

AV 機能

ナビゲーション機能

モニター 音声認識

B

MM222D-L

動画再生

日産純正ナビゲーション・ディスプレイオーディオ機能一覧

●日産オリジナルナビゲーション MM222D-L 、MM222D-Leと日産オリジナルドライブレコーダーに、ETC2.0 をセットにしたナビレコお買い得パックもご用意
しております。詳しくは P14 をご覧ください。

Topic 1

静電
タッチ
パネル

Apple
CarPlay/ インテリジェント バックビュー ドライブ
Android アラウンドビュー モニター レコーダー
連動
モニター
対応
AutoTM対応

「レコーダーリンク」に対応し、多彩な映像が車内で鑑賞できます。

199,000 円（取付費・消費税込）

写真はイメージです。画面はハメ込み合成です。

9インチ
HD

写真はイメージです。画面はハメ込み合成です。

ドライブサポート機能

iPod ®/ Bluetooth®
FM/AM
オーディオ
Audio
ラジオ
音楽再生 / iPhone
（ワイドFM 対応）
USB

地上
デジタル
FM/AM レコーダー
テレビ
スマホ
リンク
ラジオ
HDMI
地図 （12セグ
（注1）
（ワイド
入力
＋
更新
（注8）
FM
対応）
ワンセグ）
（注1）

iPod /
iPhone
（注2）

その他機能

®

AUDIO
再生

USBメモリー

VIDEO

AUDIO

再生
（注1）

再生

SDカード
（注5）
（注9）

Blue
tooth®

VIDEO

AUDIO

AUDIO

再生
（注1）

再生

ハンズ
フリー

Navi
Con

再生

ETC2.0
（注4）

カメラ

ナビ
連動
タイプ

ドライブ インテリジェント バック
レコーダー アラウンドビュー ビュー
モニター（注6） モニター
連動

9インチ
HD

○

○

○

○

○

―

△
（注10）

―

―

―

○
（注7）

○
（注7）

○

○

○

△

△

△

△

9インチ
HD

○

○

○

○

○

○

○

―

―

―

○
（注7）

○
（注7）

○

○

○

△

△

△

△

9インチ
HD

―

―

―

―

○

―

○
（注3）

○
（注3）

―

―

○

○

―

―

△

△

△

円

△
○
（注10） （注3）

※ 1：3 年 3 回地図更新無料 3 年以内の点検入庫時（新車無料 6ヵ月点検、安心 6ヵ月点検、法定 12ヵ月点検、初回車検）の場合に無料にて 3 回実施いたします。詳しくは、カーライフアドバイザーにお問い合わせください。※ 2：スマートフォンを使った部分地図更新が、ナビゲーションの利用開始日から3 年間無料で利用できます。更新
データは年 6 回の配信になります。
テレビ・ビデオなどの映像は出力せず、音声のみとなります。
（注2）iPod®/iPhoneは一部使用できない機種もあります。接続・使用可能なiPod®/iPhoneについては日産自動車ホームページ→アクセサリー/サービス→ナビゲーション&オーディオをご覧いただくか、
カーライフアドバイザーにお問い合わせください。
（注1）走行中は安全のため、
（注 3 ）再生できるUSBデバイスはUSBマスストレージクラスに対応したデバイスに限ります。USBハブ、マルチパーティションには対応しておりません。USBオーディオは音楽、動画共に著作権保護付きは非対応となります。
（ 注 4 ）ETC2.0を使用するにはセットアップ作業が必要になります。セットアップ作業には別途費用が必要になります。
ナビゲーションのモニター画面への表示が可能です。
（ 注 5 ）SD/SDHC/SDXC 規格の SDカードには対応していますが、規格内の SDカードでも、種類によってご使用できない場合があります。
（ 注 6 ）インテリジェントアラウンドビューモニターは、標準またはメーカーオプション設定となります。
（ 注 7 ）別途、SDカードまたはmicroSDカード
（市販品）が必要となります。
（ 注 8 ）対応レコーダー、対応 NASは機種によって非対応の製品もあります。対応コンテンツを含む詳細は〈 https://www.digion.com/sites/recorder-link/ 〉をご参照ください。
（ 注 9 ）microSDHC 、microSDXC 規格の microSDカードに対応していますが、規格内の microSDカードでも、種類に
よってご使用できない場合があります。
（ 注 10）別売のHDMI 接続用ケーブルが必要となります。
●BluetoothおよびBluetoothロゴはBluetooth SIG.Inc. の登録商標です。●iPod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。●VICSは、一般財団法人道路交通情報システムセンターの商標です。

詳しくは P21 のオプショナルパーツ一覧表をご参照ください。

お手持ちのポータブル DVD/Blu-ray プレーヤーや家庭用ゲーム機など、HDMI 出力対応のメディア機器と接続できます。
MM222D-L/9 インチ ディスプレイオーディオをお買い求めのお客さまは、HDMI-E オス ~HDMI-Aメス（ 1.5m ）9,785 円（取付費・消費税込）のご購入が必要です。
※ MM222D-Le には HDMI-E オス ~HDMI-Aメスが付属しておりますので追加でお買い求めいただく必要はございません。

お手持ちの端末の HDMI 出力端子が HDMI-A メスの場合は、HDMI-A オス ~HDMI-A オス（ 0.2m ）1,572 円（消費税込本体価格）をお買い求めいただければ接続可能になります。

3 年地図更新無料
＊

新車購入から 3 年以内の点検入庫時 、
計 3 回無料にて全国地図更新が可能です。

＊新車無料6ヶ月点検、安心6ヶ月点検、法定12ヶ月点検、初回車検時が対象
となります。詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。

本カタログ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。
※一部商品（ 5YEARS COAT 、NISMOパーツ、日産グッズ、DVD-ROM 、
カーライフ
コレクション他）は除きます。詳細はカーライフアドバイザーにお問い合わせください。

もしもの時にも安心サポート グッドプラス保証
5 年間 10 万キロまで保証を延長できる商品もござ
います。詳細は P17 をご覧ください。

日産オリジナルナビゲーション
や周辺機器等の掲載情報は、
適 宜 更 新 さ れる情 報 がござ
います。最新の情報は、2 次元
コードからご確認ください。
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ETC

ドライブレコーダー

ナビゲーション・ディスプレイオーディオ連動はもちろん、
後方撮影もできるので、あおり運転や後方からの追突事故
への対策になります。

ハイウェイスター用装着イメージ

ボレロ、X 系、S 用装着イメージ

お得な料金サービス
● 高速道路の料金が割引になります。● 一時退出からの再入場が同額料金で可能になります。
ナビ画面でお知らせ！運転支援情報サービス
● 渋滞回避支援 ● 落下物や天候による路面状況の案内 ● 災害発生時の通行可能ルート案内 など

30 ETC2.0 ユニット （ HM19-D2 ）

31 ETC ユニット（ HM19-S ）

（日産オリジナルナビゲーション連動モデル、汎用取付タイプ）

〈フロントカメラ〉

〈リヤカメラ〉

日産オリジナルナビゲーションとの連動モデル。充実した ETC 機能に加えて、ITS スポットとの高速、大容量、双方向の

全国で普及が進み、もはや必需品ともいえる ETC ユニット。音声でのご案内や、利用履歴の確認機能、カード入れ忘れ

通信が可能で、次世代の運転支援サービスを受けることができます。

の警告機能など、優れた基本性能で選ばれています。

○ボレロ、X 系、S 用 / ハイウェイスター用

※写真はイメージです。

日産オリジナルナビゲーションと連動。

（音声ガイドモデル、汎用取付タイプ）

43,541 円 /46,570 円（取付費・消費税込）

注）ETC2.0 ユニットを使用するには別途決済用の｢ ETCカード｣と「セットアップ作業」が必要となります。セットアップ作業には別途費用が必要となります。ETC2.0
ユニットは､ ETC ユニットと同時に取付けできません。ETC2.0ユニット本体に表示はありません。ナビゲーションのモニター画面への表示が可能です。

23,521 円 /27,430 円（取付費・消費税込）

○ボレロ、X 系、S 用 / ハイウェイスター用

注）ETC ユニットを使用するには別途決済用の｢ ETCカード｣と「セットアップ作業」が必要となります。セットアップ作業には別途費用が必要となります。ETC ユニット
本体に表示はありません。ナビゲーションとの連動はいたしません。音声ガイドのみとなります。

（ DH5-D ）
29 日産オリジナルドライブレコーダー （フロント＋リヤ）

ＵＶ除菌ランプ

ナビゲーション、ディスプレイオーディオ連動はもちろん、後方撮影もできるのであおり運転や後方
からの追突事故への対策になります。設定･画像の再生などをスマートフォンのアプリから簡単に
操作が行えます。
○日産オリジナルナビゲーション（ MM222D-L 、MM222D-Le ）、
9 インチ ディスプレイオーディオ付車用
83,210 円（取付費・消費税込）
○ 7 インチ ディスプレイオーディオ付車用

インストスライドボックスに装備した深紫外線（ UVC ）LED が、細菌やウイルスに対する優れた除菌効果を発揮します。
※

ドライブレコーダーの
動画はこちらから

92,450 円（取付費・消費税込）

※スタンレー電気株式会社製の深紫外線（ UVC ）LED（ 265nm ）を採用。

20 分〜 45 分で 99.9% の除菌効果

※写真はイメージです。画面はハメ込み合成です。

●映像が記録されなかった場合や記録されたデータが破損していた場合による損害、本機の故障や本機を使用することによって生じた損害については一切責任を負えませんのでご注意ください。●本機で記録した映像は、その使用目的や使用方法によっては、被写体のプライバシーなどの権利を侵害する場合がありますのでご注意ください。
●夜間にナビの画面や昼間に太陽光を反射してダッシュボード等がガラスに映り込み、映像に残る場合があります。●フロントガラスの黒色プリントやミラーベースなどが映り込み、映像に残る場合があります。●LED式信号機は目に見えない高速で点滅しているため、点滅して記録されるなど、点灯していない状態で記録される場合があります。
●本機で記録した映像表示は、
「日産オリジナルナビゲーション
（ディーラーオプション）」
と
「ディスプレイオーディオ」
との組合せのみ対応しています。また、SDカードスロットを装備したパソコンでの再生やスマートフォンでの再生にも対応しております。再生にはWebでダウンロード可能な専用ビューアーソフトを使用します。専用ビューアーソフトは、
Windows 7（32ビット版、64ビット版）、Windows 8.1（32ビット版、64ビット版）、Windows 10（32ビット版、64ビット版）のOSおよびmac OS Sierra（10.12）、mac OS High Sierra（10.13）、mac OS Mojave（10.14）、mac OS Catalina（10.15）に対応しています。その他の機器で再生する場合は、次の仕様をご確認ください。動画/音声
圧縮方式：FMP4（H.264＋PCM）画像サイズ：1920×1080/1280×720。保安基準に適合する最適な取付位置を取付要領書でご案内しております。誤った取付位置では保安基準に適合しなくなる恐れがあるため、必ず取付要領書をご確認ください。●本機はGPSにより位置情報や速度情報を記録する機能を有していますが、起動直後やビル街、
トンネル、高架下など受信環境が悪い場所での走行やGPS 衛星の状態によっては、GPS の情報が正常に受信できずに、
ビューアーソフトでの確認時に地図上での自車位置ずれや速度が正しく表示されない場合があります。ただし、この場合でも録画や記録動画再生等のドライブレコーダーの基本的な機能についてはご利用いただけます。
●日産オリジナルナビゲーション、9インチ ディスプレイオーディオで市販のビデオデッキ等の映像をご覧になる別売りのAVケーブル5,830円
（取付費・消費税込）
DT7C0 部品番号B8086-C9915とは、同時装着できません。●フロントカメラの取付位置は、運転席側フロントガラス上部になります。リヤカメラの取付位置は、バックドアフィニッシャー
になります。
リヤカメラ装着の場合は字光式ナンバープレートとは同時装着できません。●グローブボックス内に車検証や取扱説明書が入らない場合がございます。

除菌効果

菌の除菌率（ % ）

0%
10%
20%
30%
40%

B:UVC LED から

50%

ナビ画面で、録画再生や
各種設定が簡単に行えます。

最も遠いポイント

60%

スマートフォンのアプリでも、
録画再生や各種設定が簡単に行えます。

70%

電源スイッチ（点灯確認インジケーター付）

A:UVC LED

80%

直下

90%
100%

〈スマートフォンアプリでのリアルタイム映像表示例〉
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・試験機関：一般財団法人千葉県薬剤師会検査センター
・対象：1 種類の菌を用いた試験菌液

B
A

・試 験 方 法：試 験 菌 液 をインストスライドボックス 内 の

UVC LED直下、および最も遠いポイントに置いたシャーレ
に添加し、定格電圧で紫外線を照射。
・試験結果：ランプ直下では 20 分、最も遠いポイントでは

除菌イメージ

45 分で 99.9% 抑制
・検体番号 12-1-0583-00M

32 UV 除菌ランプ
細菌やウイルスに高い有効性を持つ深紫外線（ UVC ）LED により、インストスライドボックス内でマスク等の除菌ができます。約 45 分間の消灯タイマーや、ボックスを開けると消灯する安全機能付です。
※画面はハメ込み合成です。
注）この他にも日産オリジナルドライブレコーダーをご用意しております。詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合せください。

29,900 円（取付費・消費税込）
注）本製品は一般用途です。医療目的に使用しないでください。宝飾品、高級時計、革製品、食品や口に含むもの、ペット等の動植物には使用しないでください。一部のゴム、樹脂類、紙、布製品は紫外線により劣化する場合があります。除菌するものの耐紫外線性については、その製品の製造メーカーにお問い合わせください。
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DRIVING SUPPORT & SECURITY & SAFETY
走りの快適性を高め、乗る人に安 心 感をもたらすアイテム。
セキュリティ&セーフティ

ドライビングサポート

33 リモコンエンジンスターター

主な機能
●エンジンスタート / ストップ機能
●リヤデフォッガー制御機能
●アンサーバック機能
（リモコンの光と音でエンジン始動・停止、
暖機残り時間の確認ができます）
●セキュリティの状態確認機能
（セキュリティ& セーフティパック プレミアムと
同時装着時のみ）

39 セキュリティ& セーフティパック プレミアム

離 れた 場 所 からリモコン操 作 で エンジンを 始 動 可 能 。エアコンを O N にして い れば 乗 車 前に冷 暖 房 をきか せること
が可能です。

58,672 円（取付費・消費税込）
※盗 難警 報機能はありません。
使用上の注意 ●換気の悪い場所や一般公道ではエンジンを始動しないでください。●取扱い説明書をお読みの上、車両周囲の安全を十分確認してご使用ください。
●指定された車両以外は装着しないでください。●地域により車両の停止中にみだりにエンジンを稼働させた場合、条例により罰則を受ける場合がありますので
ご注意ください。●電波飛距離は周囲の状況により短くなったり、長くなったりします。特に、思いのほか遠くへ届く場合がありますので取扱いにご注意ください。
●リモコンエンジンスターターによるエンジン回転中は、
インテリジェントキーおよびリモートコントロールエントリーシステムが作動しない場合があります。エンジンを停止
した後、ご使用ください。AT 車、CVT 車専用です。イモビライザー装着車は、取付け後コンサルトによるID 登録が必要となります。●リモコンエンジンスターターと
カーアラーム単品、
セキュリティ&セーフティパックエントリー、
セキュリティ&セーフティパックスタンダード、
セキュリティ&セーフティパック プレミアムがそれぞれセットに
なった商品もご用意しております。詳しくはP19の〈オプショナルパーツ一覧表〉をご覧ください。ライトスイッチが
『 AUTO 』位置でリモコンエンジンスターターでエンジンを
始動すると、
ヘッドランプは点灯しません。事前にエアコンスイッチをオンにしておけば、
リモコンエンジンスターターの操作により事前空調が可能です。ハイブリッド車では、
リチウムイオンバッテリーの充電量、
エンジン冷却水の温度、
エアコン等の車両条件によりハイブリッドシステムが、
ガソリンエンジンの始動を自動制御しますので、
エンジン
冷却水の温度が高い場合は、
リモコンエンジンスターターによりエンジン始動操作をした場合でも、ガソリンエンジンが始動しない場合があります。

〈車内アンテナ〉

セキュリティ&セーフティパック スタンダードに、「傾斜センサー」・「お知らせリモコン」・「バッテリー内蔵サイレン」の 3 点をプラスした仕様になっております。

78,642 円（取付費・消費税込）
81,099 円（取付費・消費税込）
77,465 円（取付費・消費税込）
ハイウェイスター用 79,922 円（取付費・消費税込）

ハイウェイスター用
○日産オリジナルナビ取付パッケージ付車 ボレロ、X 系、S 用

64,588 円（取付費・消費税込）
67,057 円（取付費・消費税込）
63,411 円（取付費・消費税込）
ハイウェイスター用 65,880 円（取付費・消費税込）

取り付け例〈フロント〉

ミラー面に雨滴をなじませ、雨天時の後方視界を確保します。

○ボレロ、X 系、S 用：インテリジェントアラウンドビューモニターキャリブレーション作業除く/ 含む

○ヒーター無車用 /ヒーター付車用

14,080 円 / 15,840 円（取付費・消費税込）

取り付け例〈リヤ〉

乗降時、後方からくる車やバイクへの
注意喚起に役立ちます。

各 15,000 円（取付費・消費税込）

注1、注6

5 お知らせリモコン
○

1
2
○〜○

44,620 円（取付費・消費税込）
46,512 円（取付費・消費税込）
43,443 円（取付費・消費税込）
45,335 円（取付費・消費税込）

＊2

〈親水鏡面ドアミラー〉

前方の位置が分かりやすく、狭い道でのすれ違いに役立ちます。スモールランプ点灯に連動してポールが点灯します。

ジャッキアップなどで車両の姿勢
が変化すると周囲に異常をお知
らせします。

ハイウェイスター用
○日産オリジナルナビ取付パッケージ付車 ボレロ、X 系、S 用

3 超音波センサー
○
※写真は当該車両
とは異なります。

2 カーアラーム
○
＊1

ドアこじ開け

35 親水鏡面ドアミラー

1
3
○〜○

セキュリティ&セーフティパック エントリーに、「超音波センサー」をプラスした仕様になっております。

1 セーフティイルミネーション
○

34 ネオンコントロール （自光式、固定式）

注1、注3、注6

○日産オリジナルナビ取付パッケージ無車 ボレロ、X 系、S 用

ハイウェイスター用
○日産オリジナルナビ取付パッケージ付車 ボレロ、X 系、S 用
ハイウェイスター用

〈標準ドアミラー〉

4 傾斜センサー
○

40 セキュリティ& セーフティパック スタンダード

○日産オリジナルナビ取付パッケージ無車 ボレロ、X 系、S 用

〈点灯時〉

6
1
○〜○

○日産オリジナルナビ取付パッケージ無車 ボレロ、X 系、S 用

41 セキュリティ& セーフティパック エントリー

〈非点灯時〉

注 1、注 2 、注 6

セキュリティインジケーター

L E D 付インジケ ーターとセキュ
リティラ ベ ル が 盗 難 抑 止に 役 立
ちます。

ドアをこじ開けると、
車 両 のホーンとサ
イレン、ハザードで
周囲に異常をお知
らせします。

ナビ盗難センサー

〈セキュリティラベル〉

窓ガラスが割られるなど、車内へ
の侵入を検知すると周囲に異常
をお知らせします。

離れた場所にいても、車両の異常
をお手元のリモコンへ音と光で
お知らせします。

6 バッテリー内蔵サイレン＊
○

日産オリジナルナビゲーションが
取り外されると、車両のホーンとサ
イレン、ハザードで周囲に異常をお
知らせします。

サイレン

車両ホーンの配線が切断された場
合でも警報します。

＊1 セキュリティ& セーフティパック プレミアム、およびリモコンエンジンスターターと同時装着の場合はアンテナが付いたインジケーターになります。
その他はアンテナの無いインジケーターになります。
＊2 運転席側のドアのみの設定となります。詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。

車両のホーン、ハザードと同時に
バッテリー内蔵サイレンで周囲に
異常をお知らせします。車両ホー
ンの配線切断や車両バッテリーの
ケーブルが外されたり、切断され
た場合でもサイレンで警報します。
＊エントリー、スタンダード用サイレンからバッテリ
ー内蔵サイレンに置きかえとなります。

●ポールの長さ : 約 360mm 。

注）写真の照度や色は実際とは異なって見える場合がございます。

セーフティ
「セキュリティ&セーフティパック エントリー」の各機能を単品でお選びいただくこともできます。

＜適 用 表＞

新生児対応

前席
商品名称

固定方式

42 カーアラーム

適用目安
後席

助手席

取付
向き

体重

参考身長

参考年齢

ジュニアセーフティシート
（ハイバックタイプ）

※写真は当該車両とは異なります。

※写真は当該車両とは異なります。

36 ISO FIX 対応チャイルドセーフティシート

37 ISO FIX 対応ベビーシート

（テザーベルトタイプ）

（テザーベルトタイプ）

チャイルドセーフティシート、ベビーシートの取付、取り外しが簡単かつ確実に行えます。
また、テザーアンカーの採用によって、より確実に固定でき、衝突時の安全性を高めます。
○インナークッション付
99,000 円（消費税込本体価格）
○インナークッション無
93,500 円（消費税込本体価格）

80,876 円（消費税込本体価格）

ISO FIX 対応
チャイルドセーフティシート

38 ジュニアセーフティシート
（ハイバックタイプ）

50,300 円（消費税込本体価格）

注 4 、注 6

×

◯

後向き 新生児〜 13kg 未満※ 新生児〜 85cm 未満 新生児〜 18ヶ月頃まで

の盗難を抑止することができます。

シートベルト

◯

◯

前向き 9kg 以上〜 18kg 以下 70cm 以上〜 100cm 以下

9ヶ月頃〜 4 歳頃まで

○ボレロ、X 系、S 用
○ハイウェイスター用

シートベルト

◯

◯

前向き 15kg 以上〜36kg以下 100cm 以上〜 150cm 以下

3 歳頃〜 12 歳頃まで

43 セーフティイルミネーション

シートベルト

×

◯

後向き 新生児〜 13kg 未満※ 新生児〜 85cm 未満 新生児〜 18ヶ月頃まで

シートベルト

◯

◯

テザーベルト

̶

◯

シートベルト

×

◯

前向き 9kg 以上〜 18kg 以下 70cm 以上〜 100cm 以下

9ヶ月頃〜 4 歳頃まで

後向き 新生児〜 13kg 未満 新生児〜 85cm 未満 新生児〜 18ヶ月頃まで

ISO FIX 対応ベビーシート
テザーベルト

̶

◯

※ 体 重 7kg 未 満（参 考 年 齢 6ヶ月）までは、インナークッションをご使 用ください 。
●取扱説明書をご確認の上、正しくご使用ください。車両装着時にヘッドレストと干渉する場合は、ヘッドレストを外してご使用ください。

各ホイールに 1 本ずつ装着することで優れたセキュリティ機能を発揮。
ホイールの盗難を防止します。

ドアまたはバックドアをこじ開けると、車両のホーンが鳴るとともにハザードが点滅。周囲に異常を知らせることで、車両

シートベルト
チャイルドセーフティシート

44 ホイールロックセット（専用ポーチ付）

標準ナット（キャップ付）タイプ

○アルミホイール用セット、標準ナット（キャップ付）

10,340 円（取付費・消費税込）

28,907 円（取付費・消費税込）
31,495 円（取付費・消費税込）
注5

45 ナンバープレートロック

（ Nissan ブランドロゴステッカー付、ロックボルト 4 本：キー付）

乗降時、後方からくる車やバイクへの注意喚起に役立ちます。
○日産オリジナルナビ取付パッケージ無車用 / 付車用

光沢のあるクロームメッキにより、一般的なボルトに比べて錆びにくく、

20,977 円 / 19,800 円（取付費・消費税込）

注 1 ）車両のリモートコントロー ルエントリーシステム / インテリジェントキー操作で、アラームを警戒、解除できます。盗難警報機能は、警報を周囲に知らせる
商品であり、盗難を防ぐことはできません。セーフティイルミネーションの点灯は運転席側ドアの開閉に連動します。ナビ盗難センサーは、日産オリジナルナビ
ゲーションとセットの場合に作動します。注 2 ）フェリー乗船時や積載車への搭載、機械式駐車場などでは誤作動（誤警報）
しますので傾斜センサーおよび超音波
センサ ー のキャンセル操 作をしてください 。著しく車 両 の 姿 勢が傾 いた状 態で駐 車した場 合には、傾 斜センサ ーが作 動しな い 場 合があります。注 3 ）フェリー
乗船時や積載車への搭載、機械式駐車場などでは、誤作動（誤警報）
しますので、超音波センサーのキャンセル操作をしてください。注 4 ）車両のリモートコント
ロールエントリーシステム / インテリジェントキー操作で、アラームを警戒、解除できます。盗難警報機能は、警報を周囲に知らせる商品であり、盗難を防ぐこと
はできません。注 5 ）点灯はドアの開閉に連動します。注 6 ）カーアラーム単品とセキュリティ& セーフティパック エントリー、セキュリティ& セーフティパック スタン
ダード、セキュリティ& セーフティパック プレミアムのそれぞれとリモコンエンジンスターターがセットになった商品もご用意しております。詳しくは P19 の〈オプ
ショナルパーツ一覧表〉をご覧ください。

ナンバープレートを盗難から守り、ワンポイントのドレスアップアイテム
としてもお使いいただけます。

5,940 円（消費税込本体価格）
注）字光式ナンバープレートとはセットで装着できません。

12 - 13

PACKAGE

OPTIONAL PARTS for DAYZ

セットでうれしい。プラスすればもっと楽しい。

標準装備または、
日産オリジナルナビ取付パッケージ（ メーカーオプシ
ョン ）＋
［ナビレコお買い得パック］/［ DAレコパック］をご用意

ステアリングスイッチで、日産オリジナルナビゲーションの操作が簡単に行えます。
［セット内容］ステアリングスイッチ、GPS アンテナ、
T V アンテナ、6 スピーカー〈フロント 4 スピーカー＋リヤ 2 スピーカー〉、ナビフィニッシャーシルバーライン
注）日産オリジナルナビゲーション、9 インチ ディスプレイオーディオ以外を装着した場合、動作の保証は致しかねます。詳しくは、カーライフアドバイザーにお問い合わせください。

エクステリアブラックパッケージ
ハイウェイスターのフロントフェイスを、ブラックパーツでより精悍に演出。
1
○

2
○

3
○

ブラックグリルフィニッシャー

ブラックフロントバンパーアクセント

ブラックフォグランプフィニッシャー

1
○ブラックグリルフィニッシャー
2
○ブラックフロントバンパーアクセント
3
○ブラックフォグランプフィニッシャー
の 3 点セット

ナビレコお買い得パック
〈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取付パッケージ付車用となります。

ワイド9 インチモニターナビゲーションとドライブレコーダーに、ETC2.0 をプラスしたお得なセット。
ナビレコお買い得パック

1
○

3
○

2
○

○インテリジェントアラウンドビューモニターキャリブレーション作業除く 通常合計価格 74,800 円 ▶ 64,240 円（取付費・消費税込）DTX00
○インテリジェントアラウンドビューモニターキャリブレーション作業含む 通常合計価格 78,320 円 ▶ 66,000 円（取付費・消費税込）DTX01

エクステリアクロームパッケージ
クロームパーツの輝きが、ハイウェイスターの個性をいっそう際立てます。
1
○

2
○

○通常合計価格 325,751 円 /345,751 円 ▶ 315,751 円/ 325,751 円（取付費・消費税込）DTXB1/DTXB4

クロームフロントバンパーアクセント

クロームフォグランプフィニッシャー

日産オリジナルナビ取付パッケージ付車：ハイウェイスター用

○インテリジェントアラウンドビューモニターキャリブレーション作業除く 通常合計価格 47,520 円 ▶ 42,240 円（取付費・消費税込）DTX10

フロント用
日産オリジナルナビゲーション（ MM222D-L/MM222D-Le ）

リヤ用

日産オリジナルドライブレコーダー（フロント＋リヤ）
（DH5-D）

ETC2.0 ユニット（ HM19-D2 ）

※画面はハメ込 み 合 成です。

1
○日産オリジナルナビゲーション
（ MM222D-L/MM222D-Le ）
2
○日産オリジナルドライブレコーダー
（フロント＋リヤ）
（ DH5-D ）
3 ETC2.0 ユニット
○
（ HM19-D2 ）
の 3 点セット

1
○クロームフロントバンパーアクセント
2
○クロームフォグランプフィニッシャー
の 2 点セット

日産オリジナルナビ取付パッケージ付車：ボレロ、X 系、S 用

○通常合計価格 328,780 円 /348,780 円 ▶ 318,779 円/ 328,779 円（取付費・消費税込）DTXB2/DTXB5

この他にもナビレコお買い得パックをご用意しています。P18 の〈オプショナルパーツ一覧表〉をご覧ください。詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。

○インテリジェントアラウンドビューモニターキャリブレーション作業含む 通常合計価格 49,280 円 ▶ 44,000 円（取付費・消費税込）DTX11

ベーシックパック
新車ご購入時に人気の定番アイテムをセットにしたパッケージです。

DAレコパック

1
○

2
○

3
○

プラスチックバイザー

ナンバープレートリム + ナンバープレートロック

フロアカーペット エクセレント

1
○プラスチックバイザー
2
+ナンバープレートロック
○ナンバープレートリム
（Nissanブランドロゴステッカー付）
3
○フロアカーペッ
ト エクセレント
の 3 点セット

〈 DAレコパック＋ETC 〉

9 インチ ディスプレイオーディオとドライブレコーダーにETC をセットにしたパッケージ。
DA レコパック
1
○

3
○

2
○

写真はブラック

○標準地仕様車用、フロアカーペット色：ブラック/ブラウン 各 50,840 円（取付費・消費税込）DTX3C/DTX3E
○寒冷地仕様車用、フロアカーペット色：ブラック/ブラウン 各 50,840 円（取付費・消費税込）DTX3D/DTX3F

インテリア LED バルブパック
ル ームランプとラゲッジランプを、より明るい 白 色 光 の LED バルブに。
フロント用

9 インチ ディスプレイオーディオ

リヤ用

日産オリジナルドライブレコーダー（フロント＋リヤ）
（DH5-D）

ETC ユニット（ HM19-S ）

1
○

2
○

LED バルブ：ルームランプ用（マップランプ兼用）

LED バルブ：ラゲッジランプ用

※画面はハメ込 み 合 成です。

1 9 インチディスプレイオーディオ
○
2
○日産オリジナルドライブレコーダー
（フロント＋リヤ）
（ DH5-D ）
3 ETC ユニット
（ HM19-S：音声ガイドモデル）
○
の 3 点セット

日産オリジナルナビ取付パッケージ付車：ボレロ、X 系、S 用

1 LED バルブ：ルームランプ用
○
（マップランプ兼用）
2 LED バルブ：ラゲッジランプ用
○
の 2 点セット

202,211円（取付費・消費税込）DTXAA
日産オリジナルナビ取付パッケージ付車：ハイウェイスター用

206,119円（取付費・消費税込）DTXAB

※ 写 真 は当 該 車 両とは異なります。

○通常合計価格 16,720 円 ▶14,212 円（取付費・消費税込）DTX40

この他にも日産オリジナルナビ取付パッケージ無車用をご用意しています。P18 の〈オプショナルパーツ一覧表〉をご覧ください。詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。
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BASIC ITEM
快適で楽しいカーライフを約 束するプラスワンアイテム。
ベーシックアイテム

ベーシックアイテム
メンテプロパック 54 は、おクルマの点検を 2 回目車検前までの 5 年間、お得な定額料金でお引き受けする安心サポートプランです。
確かな技術で
先進技術搭載車も
安心サポート

新車購入時限定

12ヶ月
法定点検

メンテプロパック

54

3

6ヶ月
安心点検

回

4

回

エンジン
オイル交換

5

回

4

エンジンオイル&
オイルフィルター
交換

回

車検

1

回

コンピューター
診断

4

回

全 国どこでもご利用できます（ 一 部 の 府 県 、販 売 会 社ではお受けできないこともあります）。

＊エンジンオイル交換・オイルフィルター交換抜きのメンテプロパックライトを扱っている販売会社もあります。
＊販売会社によっては独自のメンテナンスパック商品を取扱っている場合がございます。
＊メンテプロパックは、おクルマのお持込み・お持ち帰りを前提にお得な料金設定とさせていただいております。
＊おクルマのお引き取りと納車、追加整備等が必要な場合は別途料金を申し受けます。
＊先進技術搭載車（ EV・ハイブリッド・e-POWER・インテリジェントエマージェンシーブレーキ・プロパイロット）は、
独自診断機コンサルトで的確な故障診断を行います。
＊詳しくは、カーライフアドバイザーにお問い合わせください。

新車のような光沢が 5 年間持続
〈メッキフィニッシャー〉

施工前

〈白色フィニッシャー〉

46 プラスチックバイザー（アクリル製、スモーク色：1 台分）

（メッキフィニッシャー/白色フィニッシャー）
47 LEDフォグランプ（白色発光、フォグスイッチセット）

サイドビューをいっそう洗練されたスタイルに演出するプラスチックバイザー。

高輝度な LED タイプで、低消費電力に加えロングライフも実現。悪天候時の視認性を高め安全走行をサポートします。

雨天時でも窓を少し開けて車内の換気をすることができます。

20,600 円（取付費・消費税込）

写真は当該車両とは異なります。

55 5YEARS COAT Premium ★

○ボレロ、X 系、S 用
メッキフィニッシャー：インテリジェントアラウンドビューモニターキャリブレーション作業除く/ 含む
白色フィニッシャー：インテリジェントアラウンドビューモニターキャリブレーション作業除く/ 含む

施工後

60,060 円 / 61,820 円（取付費・消費税込）
60,060 円 / 61,820 円（取付費・消費税込）

注）写真の照度や色は実際とは異なって見える場合がございます。

写真は当該車両とは異なります。

56 ウィンドウ撥水 12ヶ月★

57 室内防臭 ロングタイプ★

●高密度なガラスコーティング被膜により深みのある艶と光沢を実現。

● 12ヶ月間撥水効果が持続／ 6ヶ月間水玉が飛びます。

●車内のいやなにおいを長期間防臭します。

●愛車を汚れから守る防汚性。普段の洗車・お手入れが簡単になります。

●不快なワイパーのビビリ
（振動）を解消します。

●タバコやペットなど様々な種類のにおいに効果があります。

●信頼と安心の、日産の 5 年保証付き。※

●油膜の付着を防止、冬場の霜取りも簡単です。

●優れた抗菌力で車内を清潔に保ちます。

110,000 円（取付費・消費税込）
※保証については、1 年ごとの定期点検を受けていただくことが、施工面の光沢を日産が 5 年間（新車購入
時施工の場合）保証する条件となります。
（注 1 ）専用のメンテナンスキットが付属します。
（注 2 ）お客さまの
使用環境及びメンテナンス状況により異なる場合がございます。

●各機能・特性をさらに高いレベルで実現させた5YEARS COAT Excellent
220,000 円（取付費・消費税込）、スタンダードタイプの 5YEARS COAT
66,000 円（取付費・消費税込）もご用意しております。

○フロントウインドウ1 面撥水処理

8,360 円（取付費・消費税込）

○フロントウインドウ1 面 ＋
フロントドアガラス 2 面撥水処理

11,935 円（取付費・消費税込）

※その他のガラスへの施工については P19 の〈オプショナルパーツ一覧表〉をご覧ください。
（注 1 ）撥水効果の持続期間は約 12ヶ月ですが、
ご使用の条件により異なる場合があります。
（注 2 ）時速 60km 以上で走行すると水玉が飛びます。ただし、雨量や車種により、水玉の飛ぶ速度が若干
異なる場合があります。

●防ダニ効果もあります。

10,266 円（取付費・消費税込）
＊においの元や雑菌は二価鉄と接触することで分解されます。
※効果は約 2 年間です。おクルマの使用状況によっては効果や効果持続期間が異なる場合があります。
※撥水加工シートには施工できません。
★本商品は、一部取扱いをしていない販売会社がございます。詳しくはカーライフアドバイザーにご相談
ください。
商品番号 55 〜 57 の商品は、PIT WORK 取扱いの商品です。

〈フロント〉

〈リヤ〉

48 ナンバープレートリム（クロームメッキ）

49 ドアエッジモール（クロームメッキ調）

50 マッドガード（フロント&リヤセット：1 台分）

ナンバープレートをガードして傷つきを防ぐとともに、クロームメッキがフロ

ドアのエッジ部を傷つきから保 護します。また、ボディのドアラインを強 調す

タイヤ の はね 上 げる小 石や 泥 でボディが 傷 つくのを防 ぎます。

ントマスクを引き立てます。

るアクセントとして、サイドビューに上質感をプラスできます。
各 2,200 円（消費税込本体価格）

○フロント用 /リヤ用

9,240 円（取付費・消費税込）

ナンバープレートリム（ 1台分）
とナンバープレートロック
（ロゴなしロックボルト4本：キー付）が
セットになった商品もご用意しております。8,250 円（消費税込本体価格）

各 20,240 円（取付費・消費税込）

○ボレロ、X 系、S 用

注）マッドガード非装着車に対して、最大フロント約 15mm 、
リヤ約 40mm ダウンします。本商品を装着
した場合、縁石や段差の大きな場所では路面等と干渉する場合がありますのでご注意ください。各色につ
いては、19 の〈オプショナルパーツ一覧表〉をご覧ください。

注）字光式ナンバープレートとはセットで装着できません。

グッドプラス保証 〈グッドプラスⅠ〉
新車登録時

加入 新車無料1か月点検まで※2
メーカー 一般保証
（初度登録年月日から3年または、
6万km走行時のいずれか早い方まで）

初回車検時（3年目）

2回目車検時（5年目）

グッドプラスⅠ
保証開始

メーカー保証が切れた時点から

走行距離制限 加入時：制限なし 保証終了：10 万 km

メーカー 特別保証（初度登録年月日から5年または、10万km走行時のいずれか早い方まで）

例えば…
日 産 純 正 ナビ・ドラ
※1
イブレコーダー な
どの修理代が無料！

8,800円
（消費税込）

※ 1 製造メーカーの販売会社で取り付けた純正オ
プションは、保証対象となります。
（ただし、消耗部
品、油脂類、ボディ内外装部品、足廻り部品、自動
車を構成する製品以外の汎用品、ご加入後に取り
付けられた部品などは除きます。）ディーラーオプ
ションの保証限度額は 10 万円となります。
※ 2 ご加入期限は初度登録年月日から1 か月以内
となります。また、初回車検を日産販売会社に入
庫をしないとグッドプラス保証は失効します。
（注：
一定の解約条件を充たせば解約は可能です。）

詳細は、商品パンフレットまたはWEB（ http://www.nissan.co.jp/SERVICE/SHAKEN/OSUSUME/GOODPLUS/index.html ）をご覧ください。

NISSAN collection
○ 1 人用

〈 LED バルブ〉

バックドアを閉めるときに便利なストラップです。背が低

フロアの 汚れを防止します。色調はブラック。車内の雰囲

長寿命・省電力な LED バルブ。白色の光が室内を明るく

長寿命・省電力な LED バルブ。白色の光が室内を明るく

い方でも手が届きやすくなり、楽にバックドアを閉じるこ

気も高めます。

照らします。

照らします。

○標準地仕様車用 / 寒冷地仕様車用

○ルームランプ用：マップランプ兼用 12,100円（取付費・消費税込）

○ラゲッジランプ用

注）車両の標準装備品と交換して取り付けるオプション部品です。
また、写真の照度や色は実際とは異なって見える場合がございます。

注）車両の標準装備品と交換して取り付けるオプション部品です。
また、写真の照度や色は実際とは異なって見える場合がございます。

各 16,900 円（消費税込本体価格）

おくと安心なアイテムが入ったセット商品です。
●内容品明細

52 フロアカーペット（スタンダード：1 台分）

7,260 円（取付費・消費税込）

7,700 円（消費税込本体価格）

乗車中の災害時や渋滞など「もしも」の時に備えて

〈 LED バルブ〉

51 バックドアストラップ

とができます。

53 LED バルブ

〈標準バルブ〉

54 LED バルブ

7年保存クッキー、7年保存水、グリップ付きグローブ、
アルミポンチョ、
トイレキット
（大小兼用）
×2、
トイレキット
（小専用）、大判ポケットティッシュ、
防塵マスク、フェイスタオル、伝言カード、
油性えんぴつ、常備用カイロ、緊急用ホイッスル、

4,620円（取付費・消費税込）

※ルームランプ用とラゲッジランプ用をセットにしたインテリアLEDバルブパックもご用意しております。詳しくはP15をご覧ください。

・簡単装着
・軽量コンパクト
・快適な乗り心地

写真は当該車両と異なります。

〈外形寸法〉
縦：約34cm、横：約29cm、
幅：約8cm、重量：約850g

58 オートソック（155/65R14、165/55R15用）
14,300 円（消費税込本体価格）
注）お取り替えの距離の目安は雪上150km（50km/ｈ以下での走行時）程度です。耐久性は使用状況に
より異なりますので、3年間 6万 km保証の対象外となります。高速道路等における冬用タイヤ規制時、
またはチェーン規制時には通行できない可能性がありますのでご注意ください。同サイズ表記のタイヤ
でもタイヤの種類（特にスタッドレスタイヤ）
やタイヤメーカーによって装着できない場合があります。

いつも身近に NISSAN を。厳選された素材を卓越したデザインで仕上げたコレクション。

車載用防災キット

〈標準バルブ〉

『緊急用タイヤ滑り止め』

わずかな負担で、メーカー保証とほぼ同様の保証を延長できるサービスです。

取扱い説明書、持ち出し用袋

車載用 DENSO 製プラズマクラスターイオン発生機
（カップタイプ）
14,299 円（消費税込本体価格）
●集中力を維持しやすくストレスがたまりにくい、
（注1）
落ち着ける運転環境づくりをサポートします。

●クルマの中で気になるニオイを消臭します。
（注2）
（カビ臭/汗臭/体臭/食べ物臭/タバコ臭/ペット臭）

●2ポートUSBカーアダプターを同梱し、本機を使用しながら同時に

USB ケーブル

スマートフォンなどを充電することができます。
（注1）約3.6m³の車内空間でイオン発生機を運転手に向けて設置して、
「ターボプラス」運転時（プラズマクラスターイオン
あり、もしくは送風のみ）の運転手に対する約 90 分間の試験にて確認した結果です。
（注2）
カビ臭：約 3.6m³ の車内相当の
「ターボプラス」運転で実施。実使用空間での実証結果ではありません。汗臭
試験空間で、約20分〜約6時間後の効果です。
（吹出口約75cmの位置での効果）/体臭（吹出口約75cmの位置での効果）/ペット臭（吹出口約36cmの位置での効果）
吹き出す風の当たらない部分のニオイは取れません。
＊効果・効能の詳細については株式会社デンソーのホームページでご
確認ください。プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

2 ポート USB
カーアダプター

本体

（注）数に限りがございますので予めご了承ください。

16 - 17

OPTIONAL PARTS for DAYZ

商品名

エクステリアブラックパッケージ
（ブラックグリルフィニッシャー＋
ブラックフロントバンパーアクセント＋
ブラックフォグランプフィニッシャー
のセット）
（注1）
（注2）
エクステリアクロームパッケージ
（クロームフロントバンパーアクセント＋
クロームフォグランプフィニッシャー
のセット）
（注2）

仕様

インテリジェントアラウンドビューモニターキャリブレーション作業含む

フロアカーペット エクセレント
（ブラウン）、標準地仕様車用

DAレコパック
（9インチ ディスプレイオーディオ＋ドライブ
レコーダー（フロント＋リヤ）
（DH5-D）のセット）
DAレコパック＋ETC
（9インチ ディスプレイオーディオ＋ドライブ
レコーダー（フロント＋リヤ）
（DH5-D）
＋
ETCユニット（HM19-S）のセット）
空
調

クリーンフィルター（＊）
（注6）
クリーンフィルター プレミアム
（＊）
（注6）

アルミホイール5本ツインスポーク
（エスティーロ）
（注7）

アルミホイール10本スポーク
（エスティーロ）
（注7）
足まわり

アルミホイール
スチールホイール（注9）
フルホイールカバー（注10）
ホイールナット
ホイールロックセット
スチールチェーン
（注12）
オートソック
（注12）
（注13）
ジャッキ

イルミネーション付エンブレム
電 装

インパネトレイイルミネーション
UV除菌ランプ（注50）

LEDバルブ

セキュリティ&セーフティパック
エントリー（注17）

DTX01
DTX10
DTX11

DTX3D
各50,840

14,212
272,209/
282,209

DTX40

日産オリジナルナビ取付パッケージ付、SRSニーエアバッグシステム付車用

ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション、ハイウェイスターX プロパイロットエディション系、
ハイウェイスターGターボ・ハイウェイスターX系の日産オリジナルナビ取付パッケージ付車

318,779/
328,779

DTXB2/
DTXB5

ボレロ・ハイウェイスターGターボ・ハイウェイスターX系・X系・Sの日産オリジナルナビ取付パッケージ無車
ボレロ・ハイウェイスターGターボ・ハイウェイスターX系・X系・Sの日産オリジナルナビ取付パッケージ付車、
ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション、ハイウェイスターX プロパイロットエディション系
ボレロ・X系・Sの日産オリジナルナビ取付パッケージ無車
ハイウェイスターGターボ・ハイウェイスターX系の日産オリジナルナビ取付パッケージ無車
ボレロ・X系・Sの日産オリジナルナビ取付パッケージ付車
ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション、ハイウェイスターX プロパイロットエディション系、
ハイウェイスターGターボ・ハイウェイスターX系の日産オリジナルナビ取付パッケージ付車

181,594

DTXA6

178,690

DTXA7

205,115
209,023
202,211

DTXA8
DTXA9
DTXAA

206,119

DTXAB

4,950
7,942
9,075
87,300
80,260
91,300
84,260
87,300
80,260
106,920
99,880
162,360
56,320
27,808
4,576
3,872

DT2U4
DT2U7
DT2U8
DTA0D
DTA0F
DTA0E
DTA0G
DTA0H
DTA0K
DTA0J
DTA0L
DTA0C
DTAD0
DTB10
DTB60
DTB61
ZZB5K
ZZB5L
DTBD0
DTBE0
DTCB2
DTCB3

日産オリジナルナビ取付パッケージ付、SRSニーエアバッグシステム付車用
「花粉対応タイプ」
「花粉・におい・アレルゲン対応タイプ」
「最上級」
標準装着タイヤへの装着時
14×4.5J、インセット46
（注8）
標準装着タイヤ以外への装着時
標準装着タイヤへの装着時
14×4.5J、インセット46、
ガングレーメタリック
（注8） 標準装着タイヤ以外への装着時
標準装着タイヤへの装着時
14×4.5J、インセット46
（注8）
標準装着タイヤ以外への装着時
標準装着タイヤへの装着時
15×4.5J、インセット46
（注8）
標準装着タイヤ以外への装着時
スノータイヤ用、15×4.5J、
インセット46
スノータイヤ用、14×4.5J、
インセット46
スチールホイール（スノータイヤ用）、14インチ用
アルミホイール用、袋ナット
スチールホイール（スノータイヤ用）、標準ナット
（注11）
スチールホイール用セット、標準ナット、専用ポーチ付
アルミホイール用セット、標準ナット
（キャップ付）
、専用ポーチ付

155/65R14、165/55R15用
2WD車用
ジャッキ、
ジャッキロッド、
ホイールナットレンチのセット 4WD車用
インテリジェントアラウンドビュー
白色発光、
モニターキャリブレーション作業除く
メッキフィニッシャー、
インテリジェントアラウンドビュー
フォグスイッチセット
モニターキャリブレーション作業含む
（注2）
インテリジェントアラウンドビュー
白色発光、
モニターキャリブレーション作業除く
白色フィニッシャー、
インテリジェントアラウンドビュー
フォグスイッチセット
モニターキャリブレーション作業含む
（注2）
フロント席用
ボレロ、X系、S用
（運転席&助手席）、
ハイウェイスター用
2モード点灯、白色発光
インテリジェントアラウンドビューモニターキャリブレーション作業除く
白色発光
インテリジェントアラウンドビューモニターキャリブレーション作業含む（注2）
助手席側インパネトレイ部のイルミネーション、白色発光
UVC LED仕様
ポジションランプ用
バックランプ用
ルームランプ用（マップランプ兼用）
ラゲッジランプ用
ライセンスランプ用
インテリジェントアラウンドビューモニターキャリブレーション作業除く
インテリジェントアラウンドビューモニターキャリブレーション作業含む（注2）
SRSニーエアバッグシステム無車用
日産オリジナルナビ取付
パッケージ無
SRSニーエアバッグシステム付車用
SRSニーエアバッグシステム無車用
日産オリジナルナビ取付
パッケージ付
SRSニーエアバッグシステム付車用
自光式、
固定式

全車

ボレロ、X系、S、ハイウェイスターX プロパイロットエディション系・
ハイウェイスターX系の15インチタイヤ&アルミホイール無車

ハイウェイスターGターボ系、ハイウェイスターX プロパイロットエディション系・
ハイウェイスターX系の15インチタイヤ&アルミホイール付車
ハイウェイスターGターボ系
ボレロ、ハイウェイスターX プロパイロットエディション系、
ハイウェイスターX系、X系、S
全車
ボレロ、ハイウェイスターX プロパイロットエディション系、ハイウェイスターX系、X系、S

S

全車

2WD全車
4WD全車
ボレロ、X系、S

各10,340

31,953
14,300
各10,076

60,060

DTC04

ボレロ、X系

61,820

DTC05

ボレロ、X系、S

60,060

DTC06

ボレロ、X系

61,820

DTC07

ボレロ、X系、S
ハイウェイスターGターボ系、ハイウェイスターX プロパイロットエディション系、ハイウェイスターX系
全車
ボレロ、X系、S
全車

各18,480

29,040
30,800
15,620
29,900
7,480
9,680
12,100
各4,620

ボレロ、ハイウェイスターGターボ系、ハイウェイスターX プロパイロットエディション系、
ハイウェイスターX系、X ファイントーン、Xのサイドターンランプ付電動格納式ドアミラー付車
ボレロ、X系、S
ボレロ、X系
ボレロ・X系・Sの日産オリジナルナビ取付パッケージ無車
ハイウェイスターGターボ・ハイウェイスターX系の日産オリジナルナビ取付パッケージ無車
ボレロ・X系・Sの日産オリジナルナビ取付パッケージ付車
ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション、ハイウェイスターX プロパイロットエディション系、
ハイウェイスターGターボ・ハイウェイスターX系の日産オリジナルナビ取付パッケージ付車

DTDB0
DTDB1
DTDC0
DTDC1
DTDC2
DTDCA
DTDS0
DTDS1
DTDS2
DTDS3
DTDS4

34,800

DTDT0

14,080
15,840
44,620
46,512
43,443

DTE10
DTE11
DTE84
DTE85
DTE86

45,335

DTE87

追加リモコン
（注22）

日産オリジナルナビ取付
パッケージ無
日産オリジナルナビ取付
パッケージ付
日産オリジナルナビ取付
パッケージ無
日産オリジナルナビ取付
パッケージ付

リモコンエンジンスターター/
セキュリティ&セーフティパック
スタンダードキット
（注24）

リモコンエンジンスターター/
セキュリティ&セーフティパック
プレミアムキット
（注24）
（注25）
リモコンエンジンスターター/
カーアラームキット
（注24）
ウインターブレード
（＊）

SRSニーエアバッグシステム無車用
SRSニーエアバッグシステム付車用
SRSニーエアバッグシステム無車用
SRSニーエアバッグシステム付車用
SRSニーエアバッグシステム無車用
SRSニーエアバッグシステム付車用
SRSニーエアバッグシステム無車用
SRSニーエアバッグシステム付車用

SRSニーエアバッグシステム無車用
SRSニーエアバッグシステム付車用

日産オリジナルナビ取付パッケージ無車用
日産オリジナルナビ取付パッケージ付車用
インテリジェントキー用

リモコンエンジンスターター
（注23）
リモコンエンジンスターター/
セキュリティ&セーフティパック
エントリーキット
（注24）

DTXB0/
DTXB3
DTXB1/
DTXB4

日産オリジナルナビ取付パッケージ無、SRSニーエアバッグシステム無車用
日産オリジナルナビ取付パッケージ無、SRSニーエアバッグシステム付車用
日産オリジナルナビ取付パッケージ付、SRSニーエアバッグシステム無車用

セーフティイルミネーション
（注21）

DTX3F

315,751/
325,751

日産オリジナルナビ取付パッケージ付車用

カーアラーム
（注20）

DTX3E

ボレロ・X系・Sの日産オリジナルナビ取付パッケージ付車

日産オリジナルナビ取付パッケージ無車用

セキュリティ&セーフティパック
プレミアム
（注17）
（注19）

DTX3C

日産オリジナルナビ取付パッケージ付、SRSニーエアバッグシステム無車用

シーケンシャルドアミラーウインカー（注1）
ネオンコントロール（注16）

ボレロ・ハイウェイスターGターボ・ハイウェイスターX系・X系・Sの日産オリジナルナビ取付パッケージ付車、
ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション、ハイウェイスターX プロパイロットエディション系

セキュリティ&セーフティパック
スタンダード
（注17）
（注18）

日産オリジナルナビ取付
パッケージ無
日産オリジナルナビ取付
パッケージ付
日産オリジナルナビ取付
パッケージ無
日産オリジナルナビ取付
パッケージ付
日産オリジナルナビ取付
パッケージ無
日産オリジナルナビ取付
パッケージ付

適用車種

ボレロ・X系・Sの日産オリジナルナビ取付パッケージ無車

ハイウェイスターGターボ・ハイウェイスターX系の日産オリジナルナビ取付パッケージ無車
ボレロ・X系・Sの日産オリジナルナビ取付パッケージ付車

ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション、ハイウェイスターX プロパイロットエディション系、
ハイウェイスターGターボ・ハイウェイスターX系の日産オリジナルナビ取付パッケージ付車
ボレロ・X系・Sの日産オリジナルナビ取付パッケージ無車

ハイウェイスターGターボ・ハイウェイスターX系の日産オリジナルナビ取付パッケージ無車
ボレロ・X系・Sの日産オリジナルナビ取付パッケージ付車

ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション、ハイウェイスターX プロパイロットエディション系、
ハイウェイスターGターボ・ハイウェイスターX系の日産オリジナルナビ取付パッケージ付車
ボレロ、X系、S

ハイウェイスターGターボ系、ハイウェイスターXプロパイロットエディション系、ハイウェイスターX系

ボレロ・ハイウェイスターGターボ・ハイウェイスターX系・X系・Sの日産オリジナルナビ取付パッケージ無車

ボレロ・ハイウェイスターGターボ・ハイウェイスターX系・X系・Sの日産オリジナルナビ取付パッケージ付車、
ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション、ハイウェイスターX プロパイロットエディション系
ボレロ、ハイウェイスターGターボ系、ハイウェイスターX プロパイロットエディション系、ハイウェイスターX系、X系

SRSニーエアバッグシステム無車用
SRSニーエアバッグシステム付車用
SRSニーエアバッグシステム無車用
SRSニーエアバッグシステム付車用
SRSニーエアバッグシステム無車用
SRSニーエアバッグシステム付車用
SRSニーエアバッグシステム無車用
SRSニーエアバッグシステム付車用
SRSニーエアバッグシステム無車用
SRSニーエアバッグシステム付車用
SRSニーエアバッグシステム無車用
SRSニーエアバッグシステム付車用

SRSニーエアバッグシステム無車用
SRSニーエアバッグシステム付車用
フロント用、運転席側
（フィン有）
575mm、助手席側285mm
リヤ用285mm

ボレロ・X系の日産オリジナルナビ取付パッケージ無車

ハイウェイスターGターボ・ハイウェイスターX系の日産オリジナルナビ取付パッケージ無車
ボレロ・X系の日産オリジナルナビ取付パッケージ付車

ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション、ハイウェイスターX プロパイロットエディション系、
ハイウェイスターGターボ・ハイウェイスターX系の日産オリジナルナビ取付パッケージ付車
ボレロ・X系の日産オリジナルナビ取付パッケージ無車

ハイウェイスターGターボ・ハイウェイスターX系の日産オリジナルナビ取付パッケージ無車
ボレロ・X系の日産オリジナルナビ取付パッケージ付車

ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション、ハイウェイスターX プロパイロットエディション系、
ハイウェイスターGターボ・ハイウェイスターX系の日産オリジナルナビ取付パッケージ付車
ボレロ・X系の日産オリジナルナビ取付パッケージ無車

ハイウェイスターGターボ・ハイウェイスターX系の日産オリジナルナビ取付パッケージ無車
ボレロ・X系の日産オリジナルナビ取付パッケージ付車

ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション、ハイウェイスターX プロパイロットエディション系、
ハイウェイスターGターボ・ハイウェイスターX系の日産オリジナルナビ取付パッケージ付車
ボレロ、X系

ハイウェイスターGターボ系、ハイウェイスターX プロパイロットエディション系、ハイウェイスターX系

フロントウインドウ撥水処理

ウィンドウ撥水 12ヶ月
（＊）
（注26）
（注27）

フロントウインドウ＋フロントドアガラス撥水処理
リヤドアガラス撥水処理

全車

バックガラス撥水処理
超撥水ウインターブレード
（＊）

フロント用、運転席側
（フィン有）
575mm、助手席側285mm

リヤ用285mm
ヒーター無車用

親水鏡面ドアミラー
（注1）

ヒーター付車用
＃CBA：アッシュブラウン
（M）

＃GAS：ブラック
（P）

＃KBV：スターリングシルバー
（M）

＃NBR：スパークリングレッド
（PM）
＃NBS：ブロッサムピンク
（TM）
＃QBA：ホワイト

＃QBB：ホワイトパール
（3P）

（P）
×ホワイトパール
（3P）
2トーン
フロント& ＃XFF：ブラック
リヤセット ＃XFK：ソーダブルー
（M）
×ホワイトパール
（3P）
2トーン

＃XFL：ブロッサムピンク
（TM）
×ホワイトパール
（3P）2トーン

＃XFH：ホワイトパール
（3P）
×ブロッサムピンク
（TM）2トーン

ボレロ・ハイウェイスターGターボ系・ハイウェイスターX プロパイロットエディション系・
ハイウェイスターX系・X系・Sの2WD標準地仕様車
ボレロ・ハイウェイスターGターボ系・ハイウェイスターX プロパイロットエディション系・
ハイウェイスターX系・X系・Sの4WD車、ボレロ・ハイウェイスターGターボ系・ハイウェイスターX
プロパイロットエディション系・ハイウェイスターX系・X系・Sの2WD寒冷地仕様車
ボレロ、X系

取付費・消費税込または
消費税込本体価格（円）

64,588
67,057
63,411

＃XCJ：フローズンバニラパール（M）
×アッシュブラウン
（M）2トーン

＃XCH：ソーダブルー
（M）
×アッシュブラウン
（M）
2トーン

＃XET：ホワイトパール
（3P）
×アッシュブラウン
（M）2トーン

DTE77
DTE94
DTE95
DTE96

79,922

DTE97

28,907
31,495
20,977

DTEG2
DTEG3
DTEW0

19,800

DTEW1

8,360
58,672
110,121
112,013
108,944

DTFM1
DTFY2
DTFZC
DTFZD
DTFZE

110,836

DTFZF

130,088
132,558
128,911

DTFZL
DTFZM
DTFZN

131,381

DTFZP

139,048
141,504
137,871

DTFZV
DTFZW
DTFZX

140,327

DTFZY

94,408
96,996
11,682
3,454
8,360
11,935
3,575
5,390
13,112
4,169

DTGE2
DTGE3
DTF1A
DTF1C
DTF60
DTF61
DTF62
DTF63
DTF8A
DTF8C
DTFJ2

各15,000

X系、S
ボレロ、X系、S
ボレロ、X系
X系
S
ボレロ、X系

各20,240
ボレロ

X系

＃EBT：プレミアムサンシャインオレンジ
（M）

＃GAS：ブラック
（P）

＃KBW：チタニウムグレー
（M）
＃QBB：ホワイトパール
（3P）
リヤセット

＃XCF：スパークリングレッド
（PM）
×ブラック
（P）
2トーン

＃XCK：アッシュブラウン
（M）
×フローズンバニラパール（M）2トーン

ハイウェイスターGターボ系、ハイウェイスターX プロパイロットエディション系、ハイウェイスターX系

各11,220

全車

20,600
27,280
29,040
9,240

＃XCH：ソーダブルー
（M）
×アッシュブラウン
（M）
2トーン

＃XDT：ホワイトパール（3P）
×プレミアムサンシャインオレンジ（M）2トーン

＃LAL：アメジストパープル
（PM）

＃XCJ：フローズンバニラパール（M）
×アッシュブラウン
（M）2トーン

プラスチックバイザー

アクリル製、
スモーク色、1台分

ブラックグリルフィニッシャー
（注1）

ブラック
塗装

ドアエッジモール

樹脂製、
クロームメッキ調

ドアハンドルプロテクター

1台分

クロームフロントバンパーアクセント

クロームメッキ調、ハイボスカル製

ブラックフロントバンパーアクセント

ブラック調、ハイボスカル製

ハーフボディカバー
（注29）
（注30）

ラディクール：Mサイズ

インテリジェントアラウンドビューモニターキャリブレーション作業除く
インテリジェントアラウンドビューモニターキャリブレーション作業含む（注2）
黒色

ハイウェイスターGターボ系、ハイウェイスターX プロパイロットエディション系、ハイウェイスターX系
全車

白色
ハイウェイスターGターボ系、ハイウェイスターX プロパイロットエディション系、ハイウェイスターX系
全車

DTE74
DTE75
DTE76

78,642
81,099
77,465

＃XFJ：アッシュブラウン
（M）
×ホワイトパール
（3P）
2トーン

マッドガード
（注28）

カーライフ
商品コード

65,880

＃XDC：プレミアムオリーブ
（M）
×アッシュブラウン
（M）2トーン

装

フットウェルランプ
（注15）

日産オリジナルナビ取付パッケージ付車用

DTX00

仕様

外

LEDフォグランプ（注14）

全車

商品名

装

ナビレコお買い得パック
＋
（MM222D-L/MM222D-Le）
ETC2.0（日産オリジナルナビゲーション
＋ドライブ
（MM222D-L/MM222D-Le）
レコーダー（フロント＋リヤ）
（DH5-D）
＋
ETC2.0ユニット（HM19-D2）のセット）

44,000
ボレロ・ハイウェイスターGターボ系・ハイウェイスターX プロパイロットエディション系・
ハイウェイスターX系・X系・Sの2WD標準地仕様車
ボレロ・ハイウェイスターGターボ系・ハイウェイスターX プロパイロットエディション系・ハイウェイスターX系・
X系・Sの4WD車、ボレロ・ハイウェイスターGターボ系・ハイウェイスターX プロパイロットエディション系・
ハイウェイスターX系・X系・Sの2WD寒冷地仕様車
ボレロ・ハイウェイスターGターボ系・ハイウェイスターX プロパイロットエディション系・
ハイウェイスターX系・X系・Sの2WD標準地仕様車
ボレロ・ハイウェイスターGターボ系・ハイウェイスターX プロパイロットエディション系・ハイウェイスターX系・
X系・Sの4WD車、ボレロ・ハイウェイスターGターボ系・ハイウェイスターX プロパイロットエディション系・
ハイウェイスターX系・X系・Sの2WD寒冷地仕様車

カーライフ
商品コード

電

パッケ ー ジ

フロアカーペット エクセレント
（ブラウン）、寒冷地仕様車用

66,000
42,240

インテリジェントアラウンドビューモニターキャリブレーション作業含む

インテリアLEDバルブパック（ルームランプ用：マップ
ランプ兼用＋ラゲッジランプ用のセット）
（注1）

ナビレコお買い得パック
（MM222D-L/MM222D-Le）
（日産オリジナルナビゲーション
＋
（MM222D-L/MM222D-Le）
ドライブレコーダー（フロント＋リヤ）
（DH5-D）のセット）

ハイウェイスターGターボ系、ハイウェイスターX プロパイロットエディション系、ハイウェイスターX系

インテリジェントアラウンドビューモニターキャリブレーション作業除く

フロアカーペット エクセレント
（ブラック）、寒冷地仕様車用

取付費・消費税込または
消費税込本体価格（円）

64,240

インテリジェントアラウンドビューモニターキャリブレーション作業除く

フロアカーペット エクセレント
（ブラック）、標準地仕様車用
ベーシックパック
（プラスチックバイザー＋
ナンバープレートリム＋
ナンバープレートロック
（Nissanブランドロゴステッカー付）
＋
フロアカーペットのセット）
（注3）
（注4）
（注5）

適用車種

部位

部位

〈オプショナルパーツ一覧表〉

各9,020
各16,940

31,900

DTFJ3
DTH00
DTH03
DTH05
DTH06
DTH07
DTH08
DTH09
DTH0B
DTH0C
DTH0D
DTH0F
DTH0G
DTH0H
DTH0J
DTH0K
DTH0L
DTH80
DTH81
DTH82
DTH85
DTH87
DTH88
DTH89
DTH8A
DTH8C
DTH8E
DTHH1
DTMD0
DTMD1
DTMN0
DTMV0
DTMV1
DTMW0
DTMW1
DTN00

18 - 19

OPTIONAL PARTS for DAYZ
クロームフォグランプフィニッシャー
ブラックフォグランプフィニッシャー
外
装

サンシェード
（注30）
ナンバープレートリム
（注3）
ナンバープレートリムセット＋
ナンバープレートロック
（注3）
ナンバープレートロック
（注3）

仕様

インテリジェントアラウンドビューモニターキャリブレーション作業除く
インテリジェントアラウンドビューモニターキャリブレーション作業含む（注2）
インテリジェントアラウンドビューモニターキャリブレーション作業除く
ブラック
塗装
インテリジェントアラウンドビューモニターキャリブレーション作業含む（注2）
ラディクール：タイプC
フロント用
クローム リヤ用
クローム
メッキ

1台分（リム2枚＋ロゴなしロックボルト4本：キー付）
ロゴなしロックボルト4本：キー付
Nissanブランドロゴステッカー付、ロックボルト4本：キー付
標準地仕様車用

エクセレント
（ブラック）、
消臭機能付

（注5）
フロアカーペット
（注4）

寒冷地仕様車用
標準地仕様車用

エクセレント
（ブラウン）、
消臭機能付

寒冷地仕様車用
標準地仕様車用

スタンダード

インパネトレイマット
内

シート全カバー（注4）
（注31）
（注32）

装

革調シート全カバー（注4）
（注31）
（注32）
アームレストコンソール（注32）
チャイルドセーフティシート
（注33）

ISO FIX対応チャイルドセーフティシート
（注34）
（注35）
ISO FIX対応ベビーシート（注35）
（注37）
ジュニアセーフティシート
（注38）
7インチナビ用フィニッシャー
キッキングプレート
シートアンダードロー（注39）
ラゲッジマット

ラゲッジアンダーボックストレイ
（注40）
（注41）

汎用品

バックドアストラップ
照明付灰皿
毛ばたき

システム商 品

三角表示板
レスキューマンⅢ
（注42）
ホイールコート
（＊）
（注26）
タイヤコート
（＊）
（注26）
室内防臭 ロングタイプ
（＊）
（注26）
5YEARS COAT（＊）
（注26）
5YEARS COAT Premium（＊）
（注26）
5YEARS COAT Excellent（＊）
（注26）

セキュリティシステムオートキーパー
（＊）
（注26）
ボディ床下コート クリア
（＊）
（注26）
ボディ床下コート ブラック
（＊）
（注26）

グッ ズ

車載用防災キット
（注43）
車載用DENSO製プラズマクラスターイオン
発生機（カップタイプ）
（注43）
車検証ケース
（注43）

汎用（カップホルダー置き）
タイプ
コック、チャグロクロキャラ
オーストリッチ、
グレー
停止表示板
カッター＋ハンマー
ホイール4本処理
タイヤ4本処理

4面施工見舞金なし
6面施工見舞金なし

グレー、
ウルトラスエード

NISSAN インテリジェントキーケース（注43） 牛革製
グッ ズ

フルカバータイプ

NISSAN スマートフォンスタンド（注43）
CD一体AM/FM電子チューナーラジオ
A （ワイド2DIN）
V 7インチ ディスプレイオーディオ
C
N 9インチ ディスプレイオーディオ

シリコンカバータイプ

ハイウェイスターGターボ系、ハイウェイスターX プロパイロットエディション系、ハイウェイスターX系

ボレロ・ハイウェイスターGターボ系・ハイウェイスターX プロパイロットエディション系・
ハイウェイスターX系・X系・Sの2WD標準地仕様車
ボレロ・ハイウェイスターGターボ系・ハイウェイスターX プロパイロットエディション系・
ハイウェイスターX系・X系・Sの4WD車、ボレロ・ハイウェイスターGターボ系・ハイウェイスターX
プロパイロットエディション系・ハイウェイスターX系・X系・Sの2WD寒冷地仕様車
ボレロ・ハイウェイスターGターボ系・ハイウェイスターX プロパイロットエディション系・
ハイウェイスターX系・X系・Sの2WD標準地仕様車
ボレロ・ハイウェイスターGターボ系・ハイウェイスターX プロパイロットエディション系・
ハイウェイスターX系・X系・Sの4WD車、ボレロ・ハイウェイスターGターボ系・ハイウェイスターX
プロパイロットエディション系・ハイウェイスターX系・X系・Sの2WD寒冷地仕様車
ボレロ・ハイウェイスターGターボ系・ハイウェイスターX プロパイロットエディション系・
ハイウェイスターX系・X系・Sの2WD標準地仕様車
ボレロ・ハイウェイスターGターボ系・ハイウェイスターX プロパイロットエディション系・
ハイウェイスターX系・X系・Sの4WD車、ボレロ・ハイウェイスターGターボ系・ハイウェイスターX
プロパイロットエディション系・ハイウェイスターX系・X系・Sの2WD寒冷地仕様車
全車

3,850
5,940

ZZL6F
ZZL6J
DTR08
DTR09

各19,900

全車

2WD車
4WD車
全車

全車

全車
ボレロ、ハイウェイスターGターボ系、ハイウェイスターX プロパイロットエディション、ハイウェイスターX、X、S

ブラック

DTRZ0
ZZRYR
DTRX0
ZZRUW
ZZRUX
ZZRU4
ZZRU5
ZZRYW
ZZRYX
ZZRUY
ZZRUZ

各4,950

レッドクローム

各1,980

ブルークローム
全車

シルバー

各1,572
各2,200

レッド
日産オリジナルナビ取付パッケージ無車用

ボレロ・ハイウェイスターGターボ・ハイウェイスターX系・X系・Sの日産オリジナルナビ取付パッケージ無車

日産オリジナルナビ取付パッケージ付車用

ボレロ・ハイウェイスターGターボ・ハイウェイスターX系・X系・Sの日産オリジナルナビ取付パッケージ付車、
ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション、ハイウェイスターX プロパイロットエディション系

DTR15

4,400
1,320

各11,000

日産オリジナルナビゲーション

MM222D-L

日産オリジナルナビゲーション

A MM222D-Le
V
C ナビゲーションロック（注46）
（DH5-S）
N ドライブレコーダー（フロント）

31,998

DT3R2

63,140
98,384

DT3E1
DT3F0

95,480

DT3F1

ドライブレコーダー（フロント＋リヤ）
（DH5-D）
バックビューモニター
（注47）

取付費・消費税込または
消費税込本体価格（円）

仕様

適用車種

日産オリジナルナビゲーションMM222D-L、 HDMI-Eオス〜HDMI-Aメス
9インチ ディスプレイオーディオ付車用
（1.5m、Ver.1.4b）

日産オリジナルナビゲーションMM222D-Lまたは9インチ ディスプレイオーディオ付車

HDMI-Aオス〜HDMI-Aオス
（0.2m、Ver.1.4）
日産オリジナルナビゲーションMM222D-L/Le、 スピーカー×2個、
9インチ ディスプレイオーディオ付車用
リヤデッドニングキット

日産オリジナルナビ取付パッケージ付車用
日産オリジナルナビ取付パッケージ無車用
日産オリジナルナビ取付パッケージ付車用
日産オリジナルナビ取付パッケージ無車用

1,572

DT666
DT3M0

97,900

DT3M1

ボレロ・ハイウェイスターGターボ・ハイウェイスターX系・X系・Sの日産オリジナルナビ取付パッケージ付車、
ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション、ハイウェイスターX プロパイロットエディション系

199,000

DT87G

ボレロ・ハイウェイスターGターボ・ハイウェイスターX系・X系・Sの日産オリジナルナビ取付パッケージ付車、
ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション、ハイウェイスターX プロパイロットエディション系

218,448

DT87L

219,000

DT87J

238,448
3,300
46,734
45,854
55,094
84,090
83,210
92,450
36,666
43,541

DT87N
ZZ7D1
DT7FP
DT7FR
DT7FS
DT7FT
DT7FU
DT7FV
DT7J0
DT5W0

46,570

DT5W1

23,521
27,430

DT5T1
DT5T3

ボレロ・ハイウェイスターGターボ・ハイウェイスターX系・X系・Sの日産オリジナルナビ取付パッケージ無車

ボレロ・ハイウェイスターGターボ・ハイウェイスターX系・X系・Sの日産オリジナルナビ取付パッケージ無車
全車

日産オリジナルナビゲーション、9インチ ディスプレイオーディオ付車用

日産オリジナルナビゲーションまたは9インチ ディスプレイオーディオ付車

日産オリジナルナビゲーション、9インチ ディスプレイオーディオ付車用

日産オリジナルナビゲーションまたは9インチ ディスプレイオーディオ付車

7インチ ディスプレイオーディオ付車
全車

7インチ ディスプレイオーディオ付車用

車体色バックドアフィニッシャー車用、日産オリジナルナビゲーション・ディスプレイオーディオ付車用

ETC2.0ユニット（HM19-D2）
（注48）
（注49）

日産オリジナルナビゲーション付車用、
ナビ連動モデル、汎用取付タイプ

ETCユニット（HM19-S）
（注48）
（注49）

音声ガイドモデル、汎用取付タイプ

SRSニーエアバッグシステム無車用
SRSニーエアバッグシステム付車用
SRSニーエアバッグシステム無車用
SRSニーエアバッグシステム付車用

（注1）車両の標準装備品と交換して取り付けるオプション部品です。
インテリジェントアラウンドビューモニター付車は、
フロントグリル、
ドアミラー、バックドアにカメラが装着されています。カーライフ商品取
（注2）
付時に、
これらの部品を取り外す場合は、修復後、
カメラのキャリブレーション作業が必要になります。インテリジェントアラウンドビューモニター
付車で、取付時にカメラを外す必要のある商品が2商品以上の場合は、1商品のみ「インテリジェントアラウンドビューモニターキャリブレーション
作業含む」を選択してください。
（キャリブレーション作業が重複するため）
（注3）字光式ナンバープレートとはセットで装着できません。
（注4）各内装色に合わせて設定をしておりますが、お好みで違う色の組み合わせもお選びいただけます。
インストセンターロアボックスを引き出した際に干渉する場合がございます。
（注5）
エアコンを快適にお使いいただくため、定期的な交換をお勧めします。交換時期目安：1年経過時または12,000km走行時。また、
「花粉対
（注6）
応タイプ」
と
「花粉・におい・アレルゲン対応タイプ」
と
「最上級」の同時装着はできません。
ホイールナットは同梱されておりませんので、車両標準ナットを共用されない場合は、別途純正袋ナットをご用意ください。また、ホイール
（注7）
ロックセットを同時装着される場合は、標準ナット
（キャップ付）
をお選びください。
（注8）標準装着タイヤへの装着時は、標準タイヤをホイールから取り外し、エスティーロホイールに装着する取付費が含まれます。標準装着タイ
ヤ以外への装着時は、エスティーロホイールに標準タイヤ以外を装着する取付費が含まれます。
ホイールナットは同梱されておりませんので、車両標準ナットを共用されない場合は、標準ナットをお選びください。
（注9）
を夏･冬共用される時は不要です。
（注10）標準装着のホイールカバー（センターキャップ）
（注11）標準装着のホイ−ルナットを夏・冬共用される時は不要です。
やタイヤメーカーによっては装着できない場合があります。
（注12）同サイズ表記のタイヤでもタイヤの種類（特にスタッドレスタイヤ）
お取り替えの距離の目安は、雪上150km
（50km/h以下での走行時）程度です。耐久性は、使用状況により異なりますので、3年間6万
（注13）
km保証の対象外となります。高速道路等における冬用タイヤ規制時、またはチェーン規制時には通行できない可能性がありますのでご注意くだ
さい。
フォグランプ点灯スイッチは、
インストパネルへの装着となります。
（注14）
ドア開閉に連動し、点灯・消灯します。また、
イルミON時には、減光点灯します。
（注15）
ポールの長さ：約360mm。
（注16）
（注17）車両のリモートコントロールエントリーシステム/インテリジェントキー操作で、アラームを警戒、解除できます。本商品の盗難警報機能は、
警報を周囲に知らせる商品であり、盗難を防ぐことはできません。セーフティイルミネーションの点灯は、
ドアの開閉に連動します。ナビ盗難セン
サーは、日産オリジナルナビゲーションとセットの場合に作動します。
フェリー乗船時や積載車への搭載、機械式駐車場などでは誤作動（誤警報）
しますので、超音波センサーのキャンセル操作をしてください。
（注18）
フェリー乗船時や積載車への搭載、機械式駐車場などでは誤作動（誤警報）
しますので、傾斜センサーおよび超音波センサーのキャンセ
（注19）
ル操作をしてください。著しく車両の姿勢が傾いた状態で駐車した場合には、傾斜センサーが作動しない場合があります。
（注20）車両のリモートコントロールエントリーシステム/インテリジェントキー操作で、アラームを警戒、解除できます。本商品の盗難警報機能
は、警報を周囲に知らせる商品であり、盗難を防ぐことはできません。
（注21）点灯はドアの開閉に連動します。
（注22）本部品にはメカニカルキーが付随しておりません。
ライトスイッチが『 AUTO 』位置でリモコンエンジンスターターでエンジンを始動すると、ヘッドランプは点灯しません。事前にエアコンス
（注23）
イッチをオンにしておけば、
リモコンエンジンスターターの操作により事前空調が可能です。ハイブリッド車の場合、
リチウムイオンバッテリーの
充電量、エンジン冷却水の温度、エアコン等の車両条件によりハイブリッドシステムがガソリンエンジンの始動を自動制御しますので、エンジン冷
却水の温度が高い場合はリモコンエンジンスターターによりエンジン始動操作をした場合でも、
ガソリンエンジンが始動しない場合があります。
リモコンエンジンスターターとセキュリティ&セーフティパック各仕様およびカーアラームと、
これら2つの商品を同時装着す
（注24）本商品には、
るための部品が含まれます。同時装着する場合は本商品を選択してください。単品の各商品の注記もご参照ください。
（注25）本商品のリモコンには、エンジンスターター機能に加え、カーアラームお知らせ機能を持たせています。セキュリティ&セーフティパック
プレミアム用のお知らせリモコンは付属しておりません。お知らせリモコンは追加で最大2個まで登録できます。
（注26）一部取扱いをしていない販売会社がございます。詳しくはカーライフアドバイザーにご相談ください。
ご使用の条件によって異なる場合があります。時速60km以上で走行すると水玉が飛びます。た
（注27）撥水効果の持続期間は約12ヵ月ですが、
だし、雨量や車種により、水玉が飛ぶ速度が若干異なる場合があります。
マッドガード非装着車に対して、
フロント&リヤセットは最大フロント約15mm、
リヤ約40mmダウンします。
リヤセットは最大リヤ約40mm
（注28）
ダウンします。また、本商品を装着した場合、縁石や段差の大きな場所では路面等と干渉する場合がありますのでご注意ください。

DT665

49,500

日産オリジナルナビゲーション付車

7インチ ディスプレイオーディオ付車用

9,785

カーライフ
商品コード

日産オリジナルナビゲーションMM222D-L/Leまたは9インチ ディスプレイオーディオ付車

リヤドアサブウーファー＋
静粛性向上シート

シンプルサウンドパッケージ
（注45）

ドライブレコーダー（フロント＋リヤ）
（DH5-S）

14,299

53,000
99,000
93,500
80,876
50,300
3,465
18,150
12,760
5,940

リヤドアサブウーファー
（注45）

DTR0B

7,260
2,200
22,000
49,500
3,520
2,530
5,500
3,300
10,266
66,000
110,000
220,000
15,180
19,580
12,100
8,470
18,150
14,520
3,630
7,700

各29,900

HDMI入力用接続ケーブル（注44）

ドライブレコーダー
（フロント）
（DH5-D）

DTR70
DTR71
DTR72
DTSH4
DTSH6
DTSL4
DTSL6
DTUB0
DTUB1
DTUB2
DTU11
DTU20
DTU21
DTU2A
DTU61
DTUN0
DTUP0
DTVG0
DTWC0
DTWN0
DTWN1
DTWX2
ZZN42
ZZR43
ZZR23
ZZS05
ZZNB3
ZZV3B
ZZV60
ZZV50
ZZVFA
ZZVG0
ZZVH0
ZZVR0
ZZVR2
ZZVU0
ZZVU2
ZZVUA
ZZVUC
ZZVUE
ZZRW0

各5,500

商品名

DTR0A

DTR14
各16,900

各18,500

CD一体AM/FM電子チューナーラジオまたは7インチ ディスプレイオーディオ付車

DTPL0
DTPL1
DTPL2
DTPL3
DTNM0
DTNP0
DTNP1
DTNP2

ハイウェイスターGターボ系、ハイウェイスターX プロパイロットエディション系、ハイウェイスターX系、X系、S

全車

カーライフ
商品コード

8,250

各49,900

レッド

パールブルー

30,580
32,340
30,580
32,340
9,900

ハイウェイスターGターボ系・ハイウェイスターX プロパイロットエディション・
ハイウェイスターXのプレミアムコンビネーションインテリア無車、ハイウェイスターX
プロパイロットエディション ファイントーン、ハイウェイスターX ファイントーン、X系、S

全車

パールレッド

取付費・消費税込または
消費税込本体価格（円）

各2,200
全車

全車

床下全面処理
足まわり部品処理
床下全面処理
足まわり部品処理
ホイールハウス処理（4箇所）
1人用

DAYZ 車検証ケース（注43）

インテリジェントキーケース
（注43）

寒冷地仕様車用

ナチュラルヘリンボーン
（アイボリー×ウォームグレー）
シリコンゴム製 クールストライプ
（ブラック×ブルーストライプ）
マルチストライプ
（ブラック×ライトブラウン×ライトグレー）
ブラック×クールストライプ、
ブルーパイピング付
デザインタイプ
アイボリー×フラワー、
ライトブルーパイピング付
ブラック、
ブルーパイピング付
ベージュ×ブラウン、
グレーパイピング付
グレー
ブラウン
ブラック
インナークッション付
インナークッション付（注36）
テザーベルトタイプ
インナークッション無
テザーベルトタイプ
ハイバックタイプ
ピアノブラック塗装品
ステンレス製、DAYZロゴ付
テキスタイル製、引出型収納ボックス
ブラック
2WD車用
ブラック、樹脂製
4WD車用

適用車種

部位

部位

商品名

7インチ ディスプレイオーディオ付車
Sの日産オリジナルナビゲーション付車またはディスプレイオーディオ付車
ボレロ・X系・Sの日産オリジナルナビゲーション付車
ハイウェイスターGターボ系・ハイウェイスターX プロパイロットエディション系・
ハイウェイスターX系の日産オリジナルナビゲーション付車
ボレロ・X系・S
ハイウェイスターGターボ系・ハイウェイスターX プロパイロットエディション系・ハイウェイスターX系

（注29）ルーフ上にTHULE製アタッチメントや積載物がある場合、本商品を装着できない可能性があります。
本商品装着時に、
ドライブレコーダーの駐車録画機能が使えない可能性があります。
（注30）
助手席シートバックポケットは車両のシートバックポケットの有無に関わらず、上下有仕様としています。
（注31）
シート全カバーまたは、革調シート全カバーとアームレストコンソールを同時装着する場合は、アームレスト部にはシートカバーは取付け
（注32）
できません。
適用目安は、前向き：体重9kg以上〜18kg以下、身長70cm以上〜100cm以下、後向き：体重新生児〜13kg未満、身長新生児〜85cm
（注33）
未満となります。体重7kg未満
（参考年齢6ヶ月未満）
まではインナークッションをご使用ください。取付位置については、車両の取扱説明書をご
参照ください。
ISO FIX対応チャイルドシートベースキットで固定する場合の適用目安は、前向き：体重9kg以上〜18kg以下、身長70cm以上〜100cm
（注34）
以下となります。本商品を後向きで使用する場合は、
シートベルトでの固定になります。適用目安は、後向き：体重13ｋｇ未満となります。
日産純正ISO FIX対応チャイルドセーフティシート、ベビーシートは指定された車両に正しく取付けた場合に、保安基準に適合し正しく機
（注35）
能します。取付位置については、車両の取扱説明書をご参照ください。
インナークッションは、チャイルドシートを後向きで使用する場合に装着してください。適用目安は、体重：7kg未満、参考年齢6ヶ月未満と
（注36）
なります。
ISO FIX対応ベビーシートベースキットで固定する場合の適用目安は、後向き：体重13kg未満、身長85cm未満となります。
（注37）
車両装着時にヘッドレストと干渉する場合は、ヘッドレストを外してご使用ください。適用目安は、体重15kg以上〜36kg以下、身長100cm
（注38）
以上〜150cm以下となります。取付位置については、車両の取扱説明書をご参照ください。
シート位置によっては、シートアンダードロー本体の開口が狭くなる
（注39）耐荷重：400ｇ、本体サイズ：W126mm×L386mm×H107mm、
場合があります。
本体サイズ：2WD車用W357mm×L638mm×H194mm、4WD車用W301mm×L817mm×H70mm。
（注40）
車両から取外す際は、
トレイから中身を出してから持ち上げてください。車両への脱着がしやすいように、間隔をあけています。
（注41）
フロントガラスなど、合わせガラスは割ることができません。注意事項、使用方法は日産ホームページ
（http://www.nissan.co.jp/
（注42）
OPTIONAL-PARTS/RESCUEMAN/index.html）でご確認ください。
（注43）数に限りがありますので予めご了承ください。
お手持ちのHDMI出力対応のメディア機器と接続するケーブルとなります。メディア機器やお客さまのスマートフォン等の端子に合わせ
（注44）
た接続をしてください。
標準装備のスピーカーと交換して装着します。標準装備のスピーカーは取外していただきます。
（注45）
標準装着のビス2本を交換して取付けます。
（注46）
（注47）標準またはメーカーオプションのバックビューモニターとは仕様が異なります。バックビューモニターが映し出す範囲には限りがありま
す。モニター映像の上部に車体の一部が映りこむ場合があります。また、バックビューモニターの画面上に表示される車幅・距離目安線・バックドア
開閉目安点は、実際の車幅間隔・距離間隔・バックドア開閉位置と異なる場合があります
（目安線は直線となります）
。使用状況により、太陽光線や
照明等の直接光・反射光がカメラの視野範囲内に映ると、モニター映像が見にくくなることがあります。夜間や暗い場所など、使用状況により画
質が低下する場合があります。必ず周囲の安全を直接目視で確認しながら運転してください。夜間や暗い場所、照明の下などでは、モニターの
映像と実際の色味が異なることがあります。ナンバープレートリム
（リヤ用）
と同時装着の場合、太陽光等が反射してモニター映像が見えにくくな
ることがあります。
ETC2.0ユニットもしくは、ETCユニットを使用するには別途決済用の「ETCカード」とセットアップ作業が必要になります。セットアップ作
（注48）
業には別途費用が必要になります。ETC2.0ユニットとETCユニットの同時装着はできません。ETC2.0ユニット、ETCユニット本体に表示はあり
ません。HM19-D2は、ナビゲーションのモニター画面への表示が可能です。HM19-Sは、ナビゲーションとの連動はいたしません。音声ガイドの
みとなります。
ETC2.0ユニット本体およびETCユニット本体は、SRSニーエアバッグシステム無車用はインスト運転席ポケット内取付けになります。
（注49）
SRSニーエアバッグシステム付車用はグローブボックス内取付けになります。
（UV LEDの発光確
（注50）UV LEDの光は人体に有害です。直視できない構造、機構になっていますが、故意にUV LEDの光を見ようとしたり
認）、指を差し込んだりしないでください。本製品は一般用途です。医療目的に使用しないでください。宝飾品、高級時計、革製品、食品や口に含む
もの、ペット等の動植物には使用しないでください。一部のゴム、樹脂類、紙、布製品は紫外線により劣化する場合があります。除菌するものの耐
紫外線性については、その製品の製造メーカーに問い合わせください。
（＊）
この商品はPIT WORK商品です。

●本文中の取付費・消費税込または消費税込本体価格は参考価格です。また、価格については販売会社が独自に決めておりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
●車両仕様並びに装備が実際の車両と異なる場合もありますのでご了承ください。● マークの付いた商品は、他の商品と同時装着できない場合があります。詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。
●ディーラーオプションは、スクラッチシールド施工対象外となります。●（本体価格）
には車両取付に必要なアタッチメント類も含まれている場合がございます。

とは、日産自動 車が品質 を保証している商品ブランドです。
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カー ラ イフ コ レ ク シ ョ ン for DAYZ

取り扱いの商品は日産純正用品ではございません。
各 メ ー カ ー の 品 質 基 準 に 適 合 し た 商 品 で す。

カーライフ コレクションは、日産 純 正 品に加えて
お客さまのご要望に合ったアイテムを日産自動車が提供する商 品です。

クル マ の 機 能 を 高 める魅 力 的 な アイテムを 用 意しました 。
ヘッドライト融雪ヒーター

LED ヘッドランプバルブ

オートバックス取扱商品

ヘッドライトに貼り付ける融雪ヒーター。外気温感知オートON/OFF 機能搭載

高性能照明器具メーカーの LED ヘッドランプバルブ。本来の配光を乱すことなく、

ドライブをもっと快適にする厳選アイテムをご紹介します。

正確な照射を実現。夜間や雨天時も高い視認性を確保します。

便利アイテム

※ PIAA 株式会社の取扱商品です。
※ IPF 株式会社の取扱商品です。

写真は当該車両とは異なります。

スマートフォンホルダー

IQOS 3 のポケットチャージャーとIQOS 3 MULTI が

スマートフォンを片手で簡単に装着可能なクイック吸盤タイプのホルダー。

同時にホールドできます。
（充電機能付）

スポーティなカーボン調デザインです。

●バッテリーに負 担を掛けな い低消費電力。片側わずか 5W で作動。

4,752 円（消費税込本体価格）ZZAA3

●洗車機使用可能。
（ ブラシ式、高圧洗浄式どちらにも対応）
● H19 専用タイプとして新設計。

インテリジェントアラウンドビューモニターキャリブレーション作業含む

3,168 円（消費税込本体価格）ZZAA4

清掃アイテム

LED ヘッドランプバルブ

ヘッドライト融 雪ヒーター

LED ヘッドランプ用：

3,036 円（消費税込本体価格）ZZAA2

●冷却・廃熱構造を高効率化し省スペース設計のコンパクトモデル。

クリアランスランプ点灯、かつ外気温 5 ℃以下になると自動で ON になります。

インテリジェントアラウンドビューモニターキャリブレーション作業除く

急速充電対応ポートを含む合計 3 ポート利用可能な USB 電源です。
（ 12V アクセサリーソケット付）

※充電用のUSB電源ソケット、micro USBケーブルは付属していません。IQOS本体に付属のmicro USB
ケーブル等をご使用ください。
※IQOS、IQOS 3、IQOS 3 MULTIはPhilip Morris Products S.A.の登録商標です。

●車検対応。
ヘッドライトに貼り付ける融雪ヒーターです。

USB 電源

電子タバコホルダー

28,160 円（取付費・消費税込）ZZGF0
29,920 円（取付費・消費税込）ZZGF1

ヘッドランプ用 F191HLB（ H19 別体式、2 個セット）

36,520 円（取付費・消費税込）ZZDSL

アルミホイール
カスタムホイールのパイオニアが
日産車専用のオリジナル商品を提供

躍動感あるスポークデザインの「ステイヤー」
（14インチ）標準装着タイヤへの装着時

標準装着タイヤ以外への装着時
（15インチ）標準装着タイヤへの装着時
※株式会社ウェッズの取扱商品です。

コードレスハンディクリーナー

ステイヤー

シルバー

※写真は14インチ。

標準装着タイヤ以外への装着時

56,540 円（取付費・消費税込）ZZA74
49,500円（取付費・消費税込）ZZA75
61,600 円（取付費・消費税込）ZZA7A
54,560円（取付費・消費税込）ZZA7B

保証について

さらに詳しい情報を WEB に掲載しています。

ご購入後の修理・返品等のアフター保証期間につきましては、日産純正品と同じく原則 3 年間 / 走行距離 60,000kmまでとなります。商品により保証期間は異なり

カーライフコレクション
http://www.carlifecollection.jp/

ますが、各メーカーの保証期間が 3 年に満たない場合は、不足期間（または走行距離 60,000kmまで）を日産自動車が保証いたします。

洗車セット

隙間のホコリを吹き飛ばすブロアー機能を備えた、

洗車に必要なアイテム（スポンジ、吸水クロス、マイクロファイバークロス、シャンプー、艶出しポリマー、ホイール

ハンディサイズのコードレス掃除機です。

スポンジ、バケツ）と、室内清掃に便利な粘着テープ式の「リントローラー」をセットにしたパッケージです。

7,920 円（消費税込本体価格）ZZAA1
※充電用のUSB電源ソケットは付属しておりません。充電中は使用できません。

〈セット内容〉

6,325 円（消費税込本体価格）ZZAA0
※本商品は5YEARS COAT（Excellent、Premium含む）
とは両立しません。

オートバックス取扱商品の写真は当該車両とは異なります。

●掲載の商品は、日産純正品ではありません。●掲載の商品は、車両仕様ならびに装備により適用しないことがあります。詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。
●本カタログの内容は 2022 年 10 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。●本カタログに掲載されている写真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。
●本カタログに掲載されている写真の一部は合成写真となります。
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