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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。

OPTIONAL PARTS OPTIONAL PARTS

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島1丁目1番1号
●本カタログの内容は2022年11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。

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。

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。

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 （携帯も対応） ＞＞ 受付時間 9：00～17：000120-315-232

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。
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注）フロントクロームプロテクター非装着車に対して、最大約13mmダウンします。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。また、
全長が約27mm長くなるため、全長変更届出が必要になる場合があります。

注）点灯時、斜めからレンズ面を見た時レンズが曇ったように見える場合があり
ますが、これはスモークレンズとLEDの組み合わせによるもので、レンズ内の曇り
によるものではありません。

注1）白色LEDリング照明は、スモールランプ連動で点灯します。フォグランプ点灯
時は、白色LEDリング照明は消灯します。
注2）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。

〈装着前〉

〈フォグランプ点灯時〉
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02 03

暗闇の中で強烈な存在感を放つ白い輝き。バンパーの両端に

インテグレートされた縦置きLEDランプが、王者ならではの貫
禄を見せつけます。

02 LEDバンパーイルミネーション

○インテリジェント アラウンドビューモニター無車用

○インテリジェント アラウンドビューモニター付車用

01 フロントクロームプロテクター

○ボディカラー：#GAT/#NAW/#QAC/#XJJ

ダイナミックなフロントを、より強調させるクローム調の加飾をあしらったフロントプロテクター。

Exterior

すべてを惹きつける存在感を、その身に宿す。
ただ、圧倒するのではない。ただ、スポーティに仕上げるのでもない。

エアロを装着した威風堂々とした姿が、見る者すべての眼と心を奪い取る。

各 74,800円 （取付費・消費税込）
MFJEL/MFJEN/MFJEP/MFJER

○ボディカラー：#KAD

○インテリジェント アラウンドビューモニター無車用

69,300円 （取付費・消費税込）MFJEM
AUTECH系・アーバンクロム系を除く全車

AUTECH系・アーバンクロム系を除く全車

LEDリングとフォグランプの機能をもつリングイルミフォグ。
切れ目のない鮮やかなLEDリングは、ナイトドライブを華やか
に演出。そしてフォグランプは雨や霧、夜間の運転でも視界を

しっかり確保します。セーフティとスタイリッシュを兼ね備えた

優れモノです。

03 リングイルミフォグ（白色LEDリング照明付フォグランプ）

○インテリジェント アラウンドビューモニター無車用

○インテリジェント アラウンドビューモニター付車用

全車

全車全車

〈白色LEDリングイルミ点灯時〉

04 フォグランプイルミネーション
　　 （青色LED照明）

18,438円（取付費・消費税込）MFDU5

青色LEDがフォグランプの周囲を彩り、精悍なイメージを強
調。クリアランスランプに連動して、点灯・消灯します。

○インテリジェント アラウンドビューモニター付車用
20,198円（取付費・消費税込）MFDU6

○インテリジェント アラウンドビューモニター無車用

05 LEDフォグランプ
　　 （白色LED、12V14W）

66,943円（取付費・消費税込）MFC09

夜間の視認性を高め、低消費電力も実現した白色LEDフォグ
ランプ。

○インテリジェント アラウンドビューモニター付車用
68,703円（取付費・消費税込）MFC0A

注1）点灯時にLEDフォグランプの光が部分的にフォグランプフィニッシャー側面に
映りますが、これはLEDフォグランプとして配光を拡げているために発生する
もので、光軸ズレによるものではありません。
注2）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。

2013 J42H OPカタログ　P2_P3

Dynamic Package 〈ダイナミックパッケージ〉

01 フロントクロームプロテクター

02 LEDバンパーイルミネーション

06 ルーフスポイラー  （P.05参照）

通常合計価格 各194,962円（取付費・消費税込）
○ボディカラー：#GAT/#NAW/#QAC/#XJJ

各172,962円（取付費・消費税込）
MFX20/MFX24/MFX26/MFX28

通常合計価格 184,225円（取付費・消費税込）
○ボディカラー：#KAD

162,224円（取付費・消費税込）MFX22

インテリジェント アラウンドビューモニター付車用ダイナミックパッケージもご用意しております。

○ボディカラー：#GAT/#NAW/#QAC/#XJJ　合計価格 各174,722円（取付費・消費税込）MFX21/MFX25/MFX27/MFX29
○ボディカラー：#KAD　合計価格 163,984円（取付費・消費税込）MFX23

注）フロントクロームプロテクター非装着車に対して、最大約13mmダウンします。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。また、全長が約27mm長くなるため、全長変更届出が必要になる場合が
あります。フロントクロームプロテクターにはクローム調のフィルムを使用しています。

01 02 06

E L G R A N D  O p t i o n a l  P a r t s

AUTECH系・アーバンクロム系を除くインテリジェント アラウンドビューモニター無車

AUTECH系・アーバンクロム系を除くインテリジェント アラウンドビューモニター無車

AUTECH系・アーバンクロム系を除くインテリジェント アラウンドビューモニター付車
AUTECH系・アーバンクロム系を除くインテリジェント アラウンドビューモニター付車

本商品にはクローム調のフィルムを使用しています。

インテリジェント アラウンドビューモニター無車用

●本カタログに掲載されている商品は、オーテック取扱車種の一部（福祉車両など）に装着できない場合がございます。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。 
●（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。

47,353円（取付費・消費税込）MFCHD

44,524円（取付費・消費税込）MFC05

46,284円（取付費・消費税込）MFC06

49,113円（取付費・消費税込）MFCHE
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〈エンブレム部〉

06 07

08

エルグランドのスタイルとパフォーマンスを、さらに別次元へ。
走りに磨きをかける、NISMOワークスクオリティ。

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、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NISMOホイールナットセット、または純正袋ナットをご用意ください。別途NISMOホイールナットセット、または純正袋ナットをご用意ください。

○VQ35用/QR25用○VQ35用/QR25用

注）縁石や段差の大きな場所では路面等と干渉する場合が注）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。ありますので、ご注意ください。

13  S-tune サスペンションキットS-tune サスペンションキット
　　　（ショックアブソーバー＋スプリングセット）　　　（ショックアブソーバー＋スプリングセット）

○VQ35用/QR25用○VQ35用/QR25用

フロント約20mm、リヤ約15mmのローダウンにより、安定したフォルムフロント約20mm、リヤ約15mmのローダウンにより、安定したフォルム
を実現。高速道路やワインディングでのコントロール性の高いハンドリングを実現。高速道路やワインディングでのコントロール性の高いハンドリング、、
引き締まった乗り心地と、よりスポーティな走りを堪能できま引き締まった乗り心地と、よりスポーティな走りを堪能できますす。。

 〈ニスモブラック× 〈ニスモブラック×
  ダイヤモンドミラーカット〉  ダイヤモンドミラーカット〉
 〈ニスモブラック×
  ダイヤモンドミラーカット〉

GT500レースの技術が反映された「軽量」かつGT500レースの技術が反映された「軽量」かつ
「高剛性」のホイールで「高剛性」のホイールですす。機能的で。機能的で
スポーティなデザインの中に、強さと美しさをスポーティなデザインの中に、強さと美しさを
高次元で融合させました。高次元で融合させました。

GT500レースの技術が反映された「軽量」かつ
「高剛性」のホイールです。機能的で
スポーティなデザインの中に、強さと美しさを
高次元で融合させました。

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NISMOホイールナットセット、または純正袋ナットをご用意ください。

　 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　 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。　 注意：商品に添付されている「取扱要領書」を必ずお読みいただき、正しい取扱いを行い使用してください。また、商品の加工・改造は。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。　 注意：商品に添付されている「取扱要領書」を必ずお読みいただき、正しい取扱いを行い使用してください。また、商品の加工・改造は
絶対に行わないでください。　 注意：商品の取付けは対象車種の「整備要領書」（日産自動車（株）発行）、および「取付要領書」に従い行ってください。エンジンやブレーキ系などの絶対に行わないでください。　 注意：商品の取付けは対象車種の「整備要領書」（日産自動車（株）発行）、および「取付要領書」に従い行ってください。エンジンやブレーキ系などの主要部位の分解整備は国の認めた整備工場で実施し、なおかつ、有資格者による検査が主要部位の分解整備は国の認めた整備工場で実施し、なおかつ、有資格者による検査が
義務付けられていま義務付けられていますす。●NISMOの商品は、使用目的および範囲が限定されており、日産純正部品とは別の取扱いを受けるため、車両保証修理が受けられないケースがありま。●NISMOの商品は、使用目的および範囲が限定されており、日産純正部品とは別の取扱いを受けるため、車両保証修理が受けられないケースがありますす。。●NISMO保証対象商品（保証書が添付されているもの）については1年間、または3●NISMO保証対象商品（保証書が添付されているもの）については1年間、または3
年間6万kmの保証がありま年間6万kmの保証がありますす。●NISMO保証対象商品以外のクレームには応じかねますので、ご承知おきください。●価格は希望小売価格で。●NISMO保証対象商品以外のクレームには応じかねますので、ご承知おきください。●価格は希望小売価格ですす。●このカタログに掲載。●このカタログに掲載されている内容の一部または全部を、無断で複製・転載することを禁じまされている内容の一部または全部を、無断で複製・転載することを禁じますす。●カタログ上の商。●カタログ上の商
品の色は、撮影条件や印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがありま品の色は、撮影条件や印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがありますす。。●商品の仕様・価格は予告なく変更する場合がありま●商品の仕様・価格は予告なく変更する場合がありますす。あらかじめご承知おきください。なお、商品の選定にあたっては、最新版のカタログをご参照ください。※一部のパーツは。あらかじめご承知おきください。なお、商品の選定にあたっては、最新版のカタログをご参照ください。※一部のパーツは
開発時の写真のため、実際の商品とは異なる場合がありま開発時の写真のため、実際の商品とは異なる場合がありますす。。

　 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。　 注意：商品に添付されている「取扱要領書」を必ずお読みいただき、正しい取扱いを行い使用してください。また、商品の加工・改造は
絶対に行わないでください。　 注意：商品の取付けは対象車種の「整備要領書」（日産自動車（株）発行）、および「取付要領書」に従い行ってください。エンジンやブレーキ系などの主要部位の分解整備は国の認めた整備工場で実施し、なおかつ、有資格者による検査が
義務付けられています。●NISMOの商品は、使用目的および範囲が限定されており、日産純正部品とは別の取扱いを受けるため、車両保証修理が受けられないケースがあります。●NISMO保証対象商品（保証書が添付されているもの）については1年間、または3
年間6万kmの保証があります。●NISMO保証対象商品以外のクレームには応じかねますので、ご承知おきください。●価格は希望小売価格です。●このカタログに掲載されている内容の一部または全部を、無断で複製・転載することを禁じます。●カタログ上の商
品の色は、撮影条件や印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。●商品の仕様・価格は予告なく変更する場合があります。あらかじめご承知おきください。なお、商品の選定にあたっては、最新版のカタログをご参照ください。※一部のパーツは
開発時の写真のため、実際の商品とは異なる場合があります。

10

09

04 05●本カタログに掲載されている商品は、オーテック取扱車種の一部（福祉車両など）に装着できない場合がございます。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。 
●（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。

Exterior

際立つリヤビューが、憧れと羨望を独占する。
先行く者の背に集まるのは、後追う者たちの憧れと羨望のまなざし。

威厳と輝きに満ちたリヤビューで、その違いを見せつける。

  

特徴的なデザインのリヤコンビランプを、クロームのアクセント

でさらにドレスアップ。上品かつ個性的な印象を与えます。

07 バックドアガーニッシュ （クロームメッキ） 

46,096円（取付費・消費税込）MFME1 全車

全車

リヤバンパーを保護する機能性に加え、リヤスタイリングにアクセントを与える車名ロゴ入りのステンレス製プロテクター。

08 リヤバンパープロテクター 

20,460円（取付費・消費税込）MFMT0

○ボディカラー：#GAT/#NAW/#QAC/#XJJ

AUTECH系を除く全車

06 ルーフスポイラー
リヤビューにスポーティなアクセントを与えるルーフスポイラー。

車両との一体感あるデザインは、純正品ならではの仕上がり。

スタイルに躍動感をプラスします。

○ボディカラー：#KAD
67,572円（取付費・消費税込）MFJCK

AUTECH系を除く全車

○VQ35用/QR25用

11-a アルミロードホイール LM X6S アルミロードホイール LM X6S11-a アルミロードホイール LM X6S

注）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。

注1）縁石や段差の大きな場所では路面等と干渉する場合注1）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。  がありますので、ご注意ください。
注2）取付費にはアライメント調整費用は含まれておりま注2）取付費にはアライメント調整費用は含まれておりま
　 　     せん。別途アライメント調整費用が必要となります。  せん。別途アライメント調整費用が必要となります。

注1）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。
注2）取付費にはアライメント調整費用は含まれておりま
　    せん。別途アライメント調整費用が必要となります。

13 S-tune サスペンションキット
　　　（ショックアブソーバー＋スプリングセット）

○VQ35用/QR25用

フロント約20mm、リヤ約15mmのローダウンにより、安定したフォルム
を実現。高速道路やワインディングでのコントロール性の高いハンドリング、
引き締まった乗り心地と、よりスポーティな走りを堪能できます。

各72,809円（取付費・消費税込）
MFJCJ/MFJCL/MFJCM/MFJCN
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E L G R A N D  O p t i o n a l  P a r t s

AUTECH系を除く全車

11-a 11-b

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。

クルマの両サイドから放たれる、クロームの輝き。目に触れる人の多い部分にひと味違う個性を演出し、スタイリングに差をつける

アイテムです。

10 クロームドアミラーカバー （クロームメッキ）

29,962円（取付費・消費税込）MFML1

サイドビューに洗練さをプラスするステンレスモール付。小雨時にも、窓を少し開けて車内の換気ができます。

09 プラスチックバイザー （アクリル製）

37,500円（取付費・消費税込）MFHJ2

AUTECH系を除く全車

全車

○ニスモブラック×ダイヤモンドカット：1台分（18×7.5J）、インセット55〈写真左〉○ニスモブラック×ダイヤモンドカット：1台分（18×7.5J）、インセット55〈写真左〉○ニスモブラック×ダイヤモンドカット：1台分（18×7.5J）、インセット55〈写真左〉○ニスモブラック×ダイヤモンドカット：1台分（18×7.5J）、インセット55〈写真左〉

11-b アルミロードホイール LM X6 アルミロードホイール LM X611-b アルミロードホイール LM X6
○ニスモブラック×ダイヤモンドミラーカット：1台分（18×7.5J）、インセット55〈写真右〉○ニスモブラック×ダイヤモンドミラーカット：1台分（18×7.5J）、インセット55〈写真右〉○ニスモブラック×ダイヤモンドミラーカット：1台分（18×7.5J）、インセット55〈写真右〉○ニスモブラック×ダイヤモンドミラーカット：1台分（18×7.5J）、インセット55〈写真右〉

217,932円 （取付費・消費税込）MFZ0E217,932円 （取付費・消費税込）MFZ0E217,932円 （取付費・消費税込）MFZ0E217,932円 （取付費・消費税込）MFZ0E

12  S-tune スポーツマフラーS-tune スポーツマフラー
　　　（オールステンレス製）　　　（オールステンレス製）
12 S-tune スポーツマフラー
　　　（オールステンレス製）

常用域での静かさと、高回転域での心地よいサウンドをバランスよく
両立。テールエンドに迫力を与えるスポーツマフラー。
常用域での静かさと、高回転域での心地よいサウンドをバランスよく
両立。テールエンドに迫力を与えるスポーツマフラー。
常用域での静かさと、高回転域での心地よいサウンドをバランスよく
両立。テールエンドに迫力を与えるスポーツマフラー。
常用域での静かさと、高回転域での心地よいサウンドをバランスよく
両立。テールエンドに迫力を与えるスポーツマフラー。

各75,900円（取付費・消費税込）MFZB0/MFZB1各75,900円（取付費・消費税込）MFZB0/MFZB1各75,900円（取付費・消費税込）MFZB0/MFZB1各75,900円（取付費・消費税込）MFZB0/MFZB1

各136,400円（取付費・消費税込）MFZ62/MFZ63各136,400円（取付費・消費税込）MFZ62/MFZ63各136,400円（取付費・消費税込）MFZ62/MFZ63各136,400円（取付費・消費税込）MFZ62/MFZ63

220,880円（取付費・消費税込）MFZ0F220,880円（取付費・消費税込）MFZ0F220,880円（取付費・消費税込）MFZ0F220,880円（取付費・消費税込）MFZ0F

AUTECH系を除く全車

初
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〈ブラック〉
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内
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力
代
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1m2

※サンルーフ・革シート仕様車での数値

エルグランド
フロアカーペット
（エクセレント）有り

エルグランド
フロアカーペット
（エクセレント）無し

天井分
寄与

〈フロアカーペット（エクセレント）の効果〉

室内吸音力が
70%向上！

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、汗などの臭いを消臭剤で吸着、分解し、
いやな臭いを軽減します。日産専用エンブレム付。

〈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。

このラベルが「日産純正」の証

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。

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。

〈室内吸音性能〉

注）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。

〈生地拡大〉

全車

全車

〈ブラック〉

注）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。

注）本商品は、車両ラゲッジフロア上に取り付ける商品となるため、車両標準装備の大容量ラ
ゲッジアンダーボックスへのアクセスがしづらくなります。また、3列目シートを車両前方へスラ
イドさせた場合、3列目シートと本商品の間にスペースが生じます。

06 07●本カタログに掲載されている商品は、オーテック取扱車種の一部（福祉車両など）に装着できない場合がございます。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。 
●（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。

14 フロアカーペット（エクセレント：吸音・消臭機能付）

○ベージュ（1台分）（8人乗り用）
　マルチファンクションコンソール無車用/付車用

フロアレールにカーペットを挟み込み装着する構造を採用。フロア形状にぴったり合う、自然な装着感を実現しました。また、消臭機

能に加え、吸音機能を搭載。非装着時と比べて室内吸音力が約70%も向上し、室内の会話明瞭度もアップ。運転中に振り返らなく
ても、シート3列目からの声が聞こえやすくなります。高密度でソフトな素材を活かした上等な質感と、静かな室内を実現する機能
性が、かつてないやすらぎの空間をつくり出します。

15 ラゲッジカーペット（エクセレント：消臭機能付）

Interior

足元からつくり出される、やすらぎの空間。
乗る人を優しく包み込む、プレミアムなこだわり。

上質な質感のフロアカーペットが、室内に静けさと深いやすらぎを紡ぐ。

各 86,000円 （取付費・消費税込）MFR0C/MFR0D

○ブラック（1台分）（8人乗り用、7人乗り用）
　マルチファンクションコンソール無車用/付車用

各 86,000円 （取付費・消費税込）

8人乗り車

○ブラック

○ブラック（1台分）
30,800円 （消費税込本体価格）MFWDB
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全車

○ベージュ（1台分）
30,800円 （消費税込本体価格）MFWDA

バックドア開口部からラゲッジをフラットに使用できるアイテムです。

フラットなので重い荷物でもラゲッジへ楽に積み込めます。

16 ラゲッジフラットボード

34,760円 （取付費・消費税込）MFW62

8人乗り：MFR0E/MFR0F、7人乗り：MFR0G/MFR0H

全車

初
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インパネの照明と
マッチしたブルーのイルミネーション。

※貼付場所はリヤドアガラス（左/右）、
リヤクォーターガラス（左/右）、
バックドアガラスの5面（室内側）に
なります。バックドアガラスのみ
フィルム3分割で貼付けます。

小物入れには、DVD3枚を収納可能。

インテリアとの組み合わせも抜群。
純正品ならではの一体感です。 500mlペットボトル2本を収納可能。

〈イルミネーション部〉 〈小物入れ部〉

〈オープン時〉

〈生地拡大〉

〈生地拡大〉

17

18

19

08 09●本カタログに掲載されている商品は、オーテック取扱車種の一部（福祉車両など）に装着できない場合がございます。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。 
●（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。

Interior

おもてなしの心配りが生む、くつろぎのひととき。
寒い季節のあたたかい飲み物、暑い季節の冷たい飲み物が取り出せるおもてなしの機能付き。

カーテンを閉めればプライベートルームに早変わり。くつろぎの時間を、上質に仕立てる。

全車

17 マルチファンクションコンソール
機能性と美しさを兼ね備えた、高級感あふれるコンソール。

保温と保冷をスイッチで切り替えられる保温・保冷庫に、身近な

物をサッと入れられる小物入れと、充実の収納力も魅力です。

○ブラック内装：ピアノブラック

101,200円 （取付費・消費税込）MFVK7

20

注）本商品をお買い求めの場合は、専用のフロアカーペットをお買い求めくださ
い。装着時はコンソールフロント側の引き出し小物入れは使用できなくなります。
また、本商品の保温・保冷庫内には生もの等は入れないでください。冷凍機能はあり
ません。必ずエンジンをかけた状態でご使用ください。

○ツインサンルーフ無車用

20 フロントカーテン（消臭機能付）

24,515円 （取付費・消費税込）MFTG8

休憩時や着替えのときなどに便利なカーテンです。フロントから

の視界を遮り、プライベートな空間をつくります。手動カーテン

と同生地です。

○ツインサンルーフ付車用

24,515円 （取付費・消費税込）MFTG6

○ブラック内装用

ツインサンルーフ付車

VIP系を除くツインサンルーフ無車

○スモークフィルム

18 UV&IRカットフィルム

70,730円 （取付費・消費税込）MFTT3

暑さのもととなる赤外線（IR）を反射&吸収して、遮熱効果を
徹底的に高めた、最高級グレードのウィンドウフィルムです。

直射日光による「ジリジリ感」を緩和。車内温度上昇を抑え、

エアコンの効果を向上させます。

○クリアフィルム 70,730円 （取付費・消費税込）MFTT2

19 手動カーテン（消臭機能付）

79,724円 （取付費・消費税込）MFT28

日差しを遮ったり、車内で着替えたりするときなどに役立ちます。

フロントカーテンと同生地です。

注1）走行時には必ずカーテンを開け、後方視界を確保してください。後方視界が
悪いまま走行すると、運転の妨げになり、思わぬ事故の原因となり危険です。ま
た、装着時には車両標準装備のロールサンシェード（セカンド・サード）は使用で
きません（取付け時に一部切り取る必要があります）。 注2）SRSカーテンエア
バッグが全車標準装備のため、SRSカーテンエアバッグ対応純正手動カーテン
以外は使用しないでください。車種専用の純正用品以外を使用すると、SRSカー
テンエアバッグが正常に作動しなくなり、重大な損害を受ける恐れがあります。

注）走行中はカーテンを取外してください。
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全車

/右）、

に

ンパネの照明と
ミネーション。

赤外線
（IR）
約95％
カット

可能。小物入れには、DVD3枚を収納可

赤外線
（IR）

95％
カット

紫外線
（UV）
約99％
カット

全車

全車
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10 11
●本カタログに掲載されている商品は、オーテック取扱車種の一部（福祉車両など）に装着できない場合がございます。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。 
●（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。

I l lumination

ナイトクルーズへと誘う、光のエスコート。
同乗者をお出迎えする足元のライトアップに、室内をムーディーな雰囲気で

演出するイルミネーション。夜には、夜だけしか味わえない楽しみを。

Luggage

楽しい時間の数だけ、
使い方があるラゲッジルーム。
目的地や何をするかなどで、

ドライブに持って行きたい荷物は変わるもの。

多彩な使い方ができるラゲッジだから、

遊びの時間はさらに多彩になる。

9色の光が車内を包み込み、ムーディーに彩ります。イグニッションキーONのと
きのスイッチ操作で点灯・消灯・色モードを替えることができ、ドアの開閉に連動

して白色に点灯させるフットウェルランプ機能も備えています。

24 マジカルイルミネーション 全車

注）本商品を購入された場合、ディーラーオプションで案内
されているジャッキセットを取付要領書どおりに車両に固定
し、設置することができません。本商品を車両から取り外す
際は、荷物を出してから取り外してください。また、車両への
脱着がしやすいように車両部品と間隔をあけています。

注1）フロントシート足元の灯体と、セカンドシート足元の灯体は、それぞれ違う色で点灯します。また、写真と
実際の見た目の点灯色は多少異なります。 注2）固定色モードは、操作スイッチを押すたびに色が変化していき
ます。安らぎモードは、ゆっくりと明るさを変えながら、さまざまな色に変化していきます。フラッシュモードは、
フラッシュのように点滅しながらさまざまな色に変化します。 注3）固定色モードから安らぎモードへのモード
変化は、黄緑/緑の色から操作スイッチを押すことによりモード変更します。安らぎモードからフラッシュモード
またはフラッシュモードから固定色モードへのモード変更は、スイッチを押すたびに色が変化していきます。

足元照明 ：

〈黄〉 〈青〉〈赤〉 〈黄緑〉〈橙〉 〈水色〉〈紫〉 〈緑〉 〈白〉

〈フロント〉 〈セカンド〉

フロント/セカンド●フロント/セカンドシート足元ランプの色の変化
1. 固定色モード【色変化】

2. 安らぎモード【色変化】

3. フラッシュモード【色変化】   ランダム

黄緑/緑緑/黄緑青/水色水色/青赤/紫紫/赤黄/橙橙/黄

紫/赤 赤/紫 水色/青 青/水色 黄/白 白/黄

○フロント/セカンドシート足元ランプ（フットウェル機能付）
54,162円 （取付費・消費税込）MFDC3

助手席側のスライドドアが開くと、ステップ下の路面に波のモチーフのイルミ

ネーションを投影。足元を明るく照らし、安全性を高めます。同乗者へのおも

てなし感もアップするアイテムです。

21 ステップイルミネーション （左スライドドア照明）

○ブラック 40,228円 （取付費・消費税込）MFDC4

乗車時、足元に青く浮かび上がる
"ELGRAND"のロゴ。スタイリッ
シュなブルーLEDの光が、高級感
を醸し出します。ドアの開閉に連動

して点灯・消灯します。

23リヤキッキング
　　プレート
　　　（リヤ用・LED・青色発光） 

39,915円 （取付費・消費税込）
MFUP2

○ブラック

エルグランドの大容量ラゲッジアンダーボック
スをカバーする樹脂製の大型ボックストレイ。
汚れ物や濡れた衣類なども気にせずそのまま
収納。簡単に取り外しができ、汚れも水洗いで
サッと落とせます。

26 ラゲッジアンダーボックストレイ

22,000円 （消費税込本体価格）MFWN3

ラゲッジルームの荷物を効率よく収納できる

ネットです。走行中の荷物の散乱や、バックドア

を開けたときに荷物が飛び出すのを防ぎます。

27 ラゲッジネット

5,553円 （消費税込本体価格）MFW20

ラゲッジ汚れ防止カバーです。ノーマルモード、

ラゲッジモード、フルラゲッジモードなど多彩な

シートアレンジに合わせた使い方が可能です。

使用しないときは、たたんでラゲッジアンダー

ボックスに収納可能です。

25 ラゲッジフルカバー

各20,219円 （消費税込本体価格）
MFWC1/MFWC2

34,572円（取付費・消費税込）
MFUP1

全車

〈点灯時〉

〈ラゲッジモード〉

〈フルラゲッジモード〉 注）寸法：H360mm × W1000mm。〈ノーマルモード〉
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ラゲッジフラットボード使用例

バックドア開口部から
3rdシートバックまで
フラットに利用できる
「ラゲッジフラットボード」。

バックドア開口部から
3rdシートバックまで
フラットに利用できる
「ラゲッジフラットボード」。

ボードを開ければ、
ボードを支えるフレームが
仕切り板になる
収納スペースがあらわれます。
三角表示板や
工具の収納に便利です。

ボードを開ければ、
ボードを支えるフレームが
仕切り板になる
収納スペースがあらわれます。
三角表示板や
工具の収納に便利です。

ラゲッジフラットボードの
収納スペースの下には
樹脂製のラゲッジアンダー
ボックストレイも装着可能。
汚れたモノを
収納することができ、
水洗いも可能なトレイです。

ラゲッジフラットボードの
収納スペースの下には
樹脂製のラゲッジアンダー
ボックストレイも装着可能。
汚れたモノを
収納することができ、
水洗いも可能なトレイです。

○ブラック

バックドア開口部からラゲッジをフラットに使

用できるアイテムです。フラットなので重い荷

物でもラゲッジへ楽に積み込めます。

16 ラゲッジフラットボード

34,760円 （取付費・消費税込）MFW62

注）本商品は、車両ラゲッジフロア上に取り付ける商品となる
ため、車両標準装備の大容量ラゲッジアンダーボックスへの
アクセスがしづらくなります。また、3列目シートを車両前方へ
スライドさせた場合、3列目シートと本商品の間にスペース
が生じます。

※写真はイメージです。

注）ドアの開閉に連動して点灯・消灯します。 注）ラゲッジフラットボードとの同時装着はできません。

※コーションラベルが付いている生地部分については
重量物を置けない構造になっていますので、ご注意ください。※写真はイメージです。※写真はイメージです。

22 フロントキッキング
プレート 

　　　（フロント用・LED・青色発光）

全車

全車

全車

全車

全車
全車

○サードシートバックフック付車用/無車用

〈ラゲッジフラットボード未使用時〉
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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。

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。

※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。）

グッドプラス保証〈グッドプラスⅠ〉 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。

例えば…
日産純正ナビ・ドライ
ブレコーダー※1など
の修理代が無料！

（消費税込）
円21,700

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）

グッドプラスⅠ
メーカー保証が切れた時点から

加入時：制限無し  保証終了：10万km
保証開始
走行距離制限

新車登録時 初回車検時（3年目） 2回目車検時（5年目）
新車無料1か月点検まで※2加入

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）

12 13●本カタログに掲載されている商品は、オーテック取扱車種の一部（福祉車両など）に装着できない場合がございます。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。 
●（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。

Navigation

スタイルに合わせて選べる、
日産純正ナビ。 
10インチの日産オリジナルナビゲーションと
11インチの後席専用モニター。2つの大画面の組み合わせで、
乗る人みんながよりいっそう快適に楽しく過ごせる。

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。

2013 J42H OPカタログ　P12_P13

E L G R A N D O p t i o n a l  P a r t s

家族での移動が多い方に。後席専用モニターをセットにした「ナビレコツインモニターパック＋ETC2.0」

後席専用モニター
（ルーフ取付タイプ：
11インチHD液晶モニター）

日産オリジナルドライブレコーダー
（フロント＋リヤ）（DH5-D）

ナビゲーション連動
ETC2.0ユニット（BM19-D2）

写真は当該車両とは異なります。

1 2 4

日産オリジナルナビゲーション
MM522D-L※（メモリータイプ）
※ナビゲーションの詳細はP.14をご覧ください。

（注）リヤドライブレコーダーを購入される際は、車体色に合わせたリヤカメラカバーを取得願います。

通常価格 各593,359円 （取付費・消費税込）

の4点セット1 2 3 4
日産オリジナルナビ取付パッケージ付車

各552,800円

4点セット特別価格

快適さをより充実させた、10インチナビゲーション・パッケージシリーズ

運転中の安心を求める方に。ドライブレコーダーをセットにした 「ナビレコお買い得パック＋ETC2.0」

ナビゲーション連動
ETC2.0ユニット（BM19-D2）

写真は当該車両とは異なります。

1 2 3

日産オリジナルナビゲーション
MM522D-L※（メモリータイプ）
※ナビゲーションの詳細はP.14をご覧ください。

436,147円

ツインサンルーフ付車用MFX8K
（取付費・消費税込）ツインサンルーフ無車用MFX8L

○ツインサンルーフ付車用/ツインサンルーフ無車用

（取付費・消費税込）MFX8J

3点セット特別価格

3

通常価格 476,486円 （取付費・消費税込）

の3点セット1 2 3

画面はハメ込み合成です。 写真はイメージです。

写真は当該車両とは異なります。

フロント用 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）

写真は当該車両とは異なります。

フロント用 リヤ用

日産オリジナルナビ取付パッケージ付車

（注）リヤドライブレコーダーを購入される際は、車体色に合わせたリヤカメラカバーを取得願います。

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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Navigation & Audio 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P.12をご覧ください。

M E M O R Y  N A V I G AT I O N M E M O R Y  N A V I G AT I O N

＊ハイビジョン画質はHDMI接続の場合となります。注）後席専用モニター単体では映像は出ませんので、前席のナビゲーションと組合わせてご使用ください。後席専用モニターの画面の開閉操作は手動式となります。付属しているリモコンでナビゲーション本体のAV関係の操作が可能で
す。ただし、ナビゲーションの操作はできません。ナビゲーションの地図画面は表示できません。

画面はハメ込み合成です。

後席専用モニター（ルーフ取付タイプ：11インチHD液晶モニター）

大迫力の映像が楽しめる11インチ大画面モニター！

○MM522D-L用：ブルーレイ、DVD再生対応（HDMI用）

日産オリジナルナビ取付パッケージ付車各116,873円 （取付費・消費税込）MF77G/MF77H

日産車専用に造形されたジャストフィットデザイン！

R E A R - S E A T  E N T E R T A I N M E N T リヤシートエンターテインメント

後席で迫力たっぷりの大画面を楽しめるリヤシートエンターテインメント。
ルーフに装着して、エルグランドのインテリアに良くなじむオリジナリティあふ
れるデザイン。使用しない時は、画面本体を折りたたんで格納できます。

明るくクリアな映像を実現した11インチHD液晶モニター！
後席では、11インチHD液晶モニターで走行中でも、ハイビジョン
画質＊の映像を楽しめます。音量調整や、TV・ブルーレイ・DVDなど
の操作ができるリモコン付です。

〈リモコン〉

・日産オリジナルナビ取付パッケージ付：ツインサンルーフ無車用/ツインサンルーフ付車用

日産オリジナルナビ取付パッケージ無車各117,753円 （取付費・消費税込）MF77C/MF77D
・日産オリジナルナビ取付パッケージ無：ツインサンルーフ無車用/ツインサンルーフ付車用 

○MJ322D-W用：DVD再生対応（コンポジット用）

日産オリジナルナビ取付パッケージ付車各105,653円 （取付費・消費税込）MF77J/MF77K
・日産オリジナルナビ取付パッケージ付：ツインサンルーフ無車用/ツインサンルーフ付車用

日産オリジナルナビ取付パッケージ無車各109,173円 （取付費・消費税込）MF77E/MF77F
・日産オリジナルナビ取付パッケージ無：ツインサンルーフ無車用/ツインサンルーフ付車用

ドライブサポート機能AV機能基本スペック

SD
メモリー

（8GB＋8GB）

ナビ機能

ボンディング

ナビ/AV
2画面表示

地デジ
フルセグ

4チューナー

10インチ
ワイド
XGA

静電
タッチパネル

2ヶ国語
対応

（日、英）

バックビュー
モニター
対応

インテリジェント
アラウンドビュー
モニター対応

FM/AM
ラジオ

（ワイドFM対応）

SDカード
音楽再生/
動画再生

DVD
再生

ブルーレイ
再生

CD再生
/録音

音声認識
機能

（アプリ）

ドライブ
レコーダー
連動

ナビ連動
ETC2.0
対応

地図更新
（3年3回）

後席専用
モニター
（HDMI対応）

USBオーディオ
音楽再生/
動画再生

（USBケーブル別売）

ハイレゾ
ファイル
再生

（USBケーブル別売）

iPod®・
iPhone
対応

（USBケーブル別売）

Bluetooth®
対応

（ハンズフリー通話、
Bluetooth®
オーディオ）

高画質のワイドXGA液晶搭載。
これまで以上の画質の美しさと
地図の見やすさを実現しています。

クラスターパネルと一体化した美
しさは車種専用設計ならではです。

先進技術のインテリジェント アラ
ウンドビューモニターとの連動も、
日産純正ナビだから安心です。

MM522D-L（10インチ）W221.4×H124.5（mm）

MJ322D-W（7インチ） W156.6×H81.6（mm）

MJ322D-W（ワイド2DIN メモリータイプ）

○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付車169,149円 （取付費・消費税込）MF6GE

○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無車    185,037円 （取付費・消費税込）MF6GG

MM522D-L（メモリータイプ）

○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付車

348,000円 （取付費・消費税込）MF87G ○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無車    

371,540円 （取付費・消費税込）MF87J

日産オリジナルナビゲーション 2日産オリジナルナビゲーション 1

写真はETC2.0

写真は当該車両とは異なります。

○MM522D-L、MJ322D-W用

※ETC2.0/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。ETC2.0ユニットとETCユニットの同時装着はできません。
注1）ETC2.0/ETCユニット本体に表示はありません。注2）ナビゲーションのモニター画面への表示が可能です。注3）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。 

日産オリジナルナビゲーション連動モデルETC2.0（BM19-D2）（注1、2）  音声ガイドモデルETC  （BM19-S）（注1、3）

日産オリジナルナビゲーション（MM522D-L、MJ322D-W）付車 全車

46,530円（取付費・消費税込）MF5WA 27,390円（取付費・消費税込）MF5TE

E T C 2 . 0 / E T C  U N I T  B U I L T - I N  T Y P E E T C 2 . 0 / E T Cユニット  ビルトインタイプ

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。

●フリックスクロール ●ピンチイン・ピンチアウト

●ポイントスクロール ●ドラッグスクロール

ストレスフリーな操作感
サクサク速い!ちょっとした時間でパパっとラクラク。スマホ感覚でストレスフリーな操作感。　

高速
レスポンス

充実AV機能のベーシックモデル
高画質10インチ大画面ナビ
新たにワイドXGA液晶を搭載し、画質が高精細化。これまで以上の映像の美しさを実現しています。
10インチの大画面でインテリジェント アラウンドビューモニターもより見やすくなっているので、駐車時もさらに
安心です。

先進AV機能&ドライブサポート機能のプレミアムモデル

●本カタログに掲載されている商品は、オーテック取扱車種の一部（福祉車両など）に装着できない場合がございます。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。
●（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。

3
年
3
回
地
図
更
新
無
料 

※1

3
年
3
回
地
図
更
新
無
料 

※1

デ
ィ
ー
ラ
ー
オ
プ
シ
ョ
ン

デ
ィ
ー
ラ
ー
オ
プ
シ
ョ
ン

掲
載

No.

掲
載

No.

MEMORY
タイプ

地図データ
メディア
地図データ
メディア

10インチ
ワイド
XGA

10インチ
ワイド
XGA

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○
（注9）
○

（注9）

○○

○○

○
（注9）
○

（注9）

○○

○○

――

△△

△△

――

△△

△△

――

△△

△△

△△

△△

△△

△△

○
（注2）
○

（注2）
○

（注2）
○

（注2）

○
（注2）
○

（注2）

○
（注2）
○

（注2）

○
（注2）
○

（注2）

○
（注6）
○

（注6）

△
（注4）
△

（注4）

△
（注4）
△

（注4）

△
（注4）
△

（注4）

△
（注4）
△

（注4）

△
（注4）
△

（注4）

△
（注4）
△

（注4）

△
（注4）
△

（注4）

△
（注4）
△

（注4）

△
（注4）
△

（注4）

――

―― ――

7インチ
ワイド
VGA

7インチ
ワイド
VGA

7インチ
ワイド
VGA

7インチ
ワイド
VGA

名　称名　称
モニターモニター 音声認識音声認識 VICS 

WIDE
VICS 
WIDE

地上
デジタル
テレビ

（12セグ＋
ワンセグ）
（注 1）

地上
デジタル
テレビ

（12セグ＋
ワンセグ）
（注 1）

FM/AM
ラジオ
（ワイド
FM対応）

FM/AM
ラジオ
（ワイド
FM対応）

Blu-ray
Disc
（注 1）

Blu-ray
Disc
（注 1）

DVD
ビデオ
（注 1）

DVD
ビデオ
（注 1）

CD/
CD-R/
CD-RW

CD/
CD-R/
CD-RW

音楽
レコー
ディング

音楽
レコー
ディング

iPod®/
iPhone
（注3）

iPod®/
iPhone
（注3）

VIDEO
再生
（注 1）

VIDEO
再生
（注 1）

ハンズ
フリー
ハンズ
フリー NaviConNaviCon

AUDIO
再生

AUDIO
再生

AUDIO
再生

AUDIO
再生

VIDEO
再生
（注 1）

VIDEO
再生
（注 1）

AUDIO
再生

AUDIO
再生

USBメモリーUSBメモリー SDカード
（注7）

SDカード
（注7）

ETC2.0
（注5）
ETC2.0
（注5）

ナビ連動
タイプ
ナビ連動
タイプ

カメラカメラ

ドライブ
レコーダー
連動 

ドライブ
レコーダー
連動 

バック
ビュー
モニター

バック
ビュー
モニター

インテリジェント
アラウンド 
ビューモニター
（注8）

インテリジェント
アラウンド 
ビューモニター
（注8）

Bluetooth®Bluetooth®

AUDIO
再生

AUDIO
再生

取付費・消費税込
本体価格

取付費・消費税込
本体価格

ナビゲーション機能ナビゲーション機能 AV機能AV機能 その他機能その他機能

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無車用

カーライフ
商品コード
カーライフ
商品コード

MM522D-L 
（メモリータイプ）

348,000円
371,540円
169,149円
185,037円
119,104円
134,726円

MF87G
MF87J
MF6GE
MF6GG
MF6GJ
MF6GL

MJ322D-W
（ワイド2DIN メモリータイプ）

MJ122D-W
（ワイド2DINメモリータイプ）

1

A

B

A

B

A

B

A

B

2

-

○：標準　△：オプション　ー：設定なし日産純正ナビゲーション機能一覧

※1  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。
（注1）走行中は安全のため、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）Blu-rayディスク（MM522D-Lのみ対応）、DVDビデオと音楽CDは同時使用できません。8cmCD、8cmDVDは使用できません。DVDビデオ再生ユニットでは、DVD-RAM、DVD-Audioは再生できません。また再生対応ディスク
でも、ディスクの記録状態/ディスク本体の状態によっては再生を含めた機能の一部がご使用できない場合があります。（注3）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→購入サポート/アクセサリー（ナビ・オーディオ等）→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4）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。USBデバイスもしくは
iPod®/iPhoneをUSB接続するには、別売のUSB接続ケーブル3,080円（消費税込本体価格）が必要となります。取付には別途取付費用がかかります。（注5）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。ETC2.0本体に表示機能はありません。ナビゲーションの
モニター画面への表示が可能です。（注6）8ｃｍCDは使用できません。再生対応ディスクでもディスクの記録状態/ディスク本体の状態によっては再生できない場合があります。（注7）SD/SDHC/SDXC規格のSDカードに対応していますが、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8）インテリ
ジェント アラウンドビューモニターは、メーカーオプション設定となります。（注9）別途、SDカード（市販品）が必要となります。
●Bluetooth®およびBluetooth®ロゴは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●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。●VICSは、一般財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。

●全国地図更新が3年3回まで無料で行えます。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。
本機種の最新情報は

こちらから

本機種の最新情報は
こちらから

画面はハメ込み合成です。

画面はハメ込み合成です。

ドライブサポート機能AV機能基本スペック

内蔵
メモリー
（16GB）

ナビ機能

ナビ/AV
2画面表示

地デジ
フルセグ

4チューナー

4ヶ国語
対応

（日、英、中、韓）

FM/AM
ラジオ
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動画再生

（USBケーブル別売）
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音楽再生/
動画再生

（USBケーブル別売）

DVD
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iPod®・
iPhone
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（USBケーブル別売）

iPod®・
iPhone
対応

（USBケーブル別売）
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ワイド
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バックビュー
モニター
対応

バックビュー
モニター
対応

インテリジェント
アラウンドビュー
モニター対応
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アラウンドビュー
モニター対応

音声認識
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（アプリ）

ドライブ
レコーダー
連動

ドライブ
レコーダー
連動

ナビ連動
ETC2.0
対応

ナビ連動
ETC2.0
対応

地図更新
（3年3回）

後席専用
モニター
（RCA対応）

後席専用
モニター
（RCA対応）

Bluetooth®
対応

（ハンズフリー通話、
Bluetooth®
オーディオ）

●全国地図更新が3年3回まで無料で行えます。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。

文
字
・
絵
柄
原
稿              

初
校

快適なタッチパネル。スマホとの連動で使いやすさアップ。

注）走行中は安全のため、動画映像は出力せず、音声のみとなります。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→購入サポート/アクセサリー（ナビ・オーディオ等）→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。
USBハブ、マルチパーティションには対応しておりません。その他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。

7インチ ディスプレイオーディオ
AUTECH系・VIP系を除く日産オリジナルナビ取付パッケージ無車 64,900円 （取付費・消費税込）MF3E2

14 15E L G R A N D  O p t i o n a l  P a r t s



文
字
・
絵
柄
原
稿

インテリアLEDバルブパック

1 2

○1  マップランプ/パーソナルランプ用 ○2  ラゲッジランプ用

通常価格 27,940円 （取付費・消費税込）

1 2 の2点セット
全車25,372円（取付費・消費税込）MFX10

2点セット特別価格 

〈標準バルブ〉

マップランプ

〈LEDバルブ〉 〈標準バルブ〉

パーソナルランプ

〈LEDバルブ〉 〈標準バルブ〉

ラゲッジランプ

〈LEDバルブ〉

離れた場所から、リモコン操作でエンジンを始動できる便利な商品です。エアコンスイッチをON
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。

31 リモコンエンジンスターター

〈車内アンテナ〉

写真は当該車両とは異なります。

〈リモコン本体〉

○インテリジェント アラウンドビューモニター無車用/付車用

60,093円/61,853円（取付費・消費税込）MFFY9/MFFYA 全車

 

○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

注）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込む場合があります。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）、リヤバンパープロテクター等と同時装着の場合、太陽光線等が反射してモニター映像が見にくくなることがあります。※MM522D-L
装着時は予想進路線が表示されます。

後方の映像をモニターに表示。
障害物を察知し、パーキングもサポートします。

30 バックビューモニター  （カラー映像）

シフトレバーを「R」にすると、見えにくい後方の映像をナビ画面に表示。日産純正ならではの車幅
がつかみやすい「目安線表示」や、バックドアを開く余裕を残した駐車を可能にする「バックドア開閉
目安点表示」を搭載し、視野角度をより広角化することで、広範囲の視野を確保しています。

AUTECH系・VIP系を除くインテリジェント アラウンドビューモニター無
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

 38,762円（取付費・消費税込）MF7J3

  

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。●電波飛距離は約300mですが、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。●ライトスイッチに『OFFまたは〇』の位置がある車両の場合、周囲が暗いときにライトスイッチが『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、ヘッドランプが点灯します。点灯させたくない場合はライトスイッチを『OFFまたは〇』の位置にしてリモコンエンジンスターターをご使用してください。暖機時間終了後は、エンジンが
自動停止すると同時にヘッドランプも消灯し、バッテリー上がりを防止します。●ライトスイッチに『OFF』の位置がない車両の場合、周囲が暗く、パーキングブレーキが解除されている状態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、ヘッドランプが点灯します。暖機時間終了後は、エンジンが自動停止すると同時にヘッドランプも消灯し、バッテリー上がりを防止します。●ライトスイッチに『　　 /OFF』の位置がある車両の
場合、周囲が暗いときにリモコンエンジンスターターでエンジンを始動すると、ヘッドランプが点灯します。暖機時間終了後は、エンジンが自動停止すると同時にヘッドランプも消灯し、バッテリー上がりを防止します。
●リモコンエンジンスターターによるエンジン回転中は、リモートコントロールエントリーシステムおよびインテリジェントキー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。

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）　※車内アンテナは、ダッシュボード上に設置するタイプとなります。 

●本カタログに掲載されている商品は、オーテック取扱車種の一部（福祉車両など）に装着できない場合がございます。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。
●（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。

Driving Support 先進の機能で、ドライブの安心をサポートする。 Security & Safety

あなたのやさしい心づかいが、大切な愛車をしっかりと守ります。

■用途に合わせて、セキュリティ、セーフティ機能を単品でお選びいただくこともできます。

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。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5）点灯は運転席側ドアの開閉に連動します。注6）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と、リモコンエンジンスターターがそれぞれセットになった商品もご用意しております。   

 

注）単品カーアラームの機能はドアこじ開け、セキュリティインジケーター、セキュリティラベルとなります。ナビ盗難センサーは含まれません。単品のカー
アラームの場合はアンテナの無いインジケーターになります。

35カーアラーム 注4、注6  

ドアをこじ開けると、車両のホーンとハザードで周囲に異常をお知らせします。

27,763円（取付費・消費税込）MFEG7 全車 17,226円（取付費・消費税込）MFEW0

36 セーフティイルミネーション  注5 

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。

全車

盗難予防に効果を発揮。

キー付ナットが大切なアルミホイールを盗難から
守ります。

37 ホイールロックセット

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。

お気に入りのナンバープレートを盗難から守ります。

38 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3本：キー付） （アルミホイール用セット、袋ナット、専用ポーチ付）

5,280円（消費税込本体価格）ZZL6K
10,340円（取付費・消費税込）ZZB5F

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。

全車
全車

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。

81,956円/91,196円（取付費・消費税込）MF7Y4/MF7Y5

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。

29 日産オリジナルドライブレコーダー（フロント＋リヤ）（DH5-D）（日産オリジナルナビゲーション/7インチ ディスプレイオーディオ連動モデル）

●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「7インチ ディスプレイオーディオ」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macOS Sierra（10.12）、macOS High Sierra（10.13）、macOS Mojave（10.14）、macOS 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）MF7C1 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、助手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、リヤバンパーになります。●リヤドライブレコーダーを購入される際は、車体色に合わせたリヤカメラカバーを取得願います。●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。

注）インテリジェント アラウンドビューモニター付車にスマート・ルームミラーを装着する場合、日産オリジナルナビゲーション（MM522D-L、MJ322D-W）または7インチ ディスプレイオーディオの同時装着が必要になります。インテリジェント アラウンドビューモニター付車は、日産オリジナルナビゲーション（MM522D-L、MJ322D-W）または7インチ 
ディスプレイオーディオを装着した場合のみインテリジェント アラウンドビューモニターの映像を画面に表示させることができます。標準装備のルームミラーまたはメーカーオプションのディスプレイ付自動防眩式ルームミラーは取り外していただきます。ルームミラーとスマート・ルームミラーには死角があります。事前に死角範囲を確認してご使用ください。
運転前は、必ずミラー状態で、ドライビングポジションを取り、車両後方が見えるようにミラー本体の位置合わせを行ってください。ミラーとカメラの取付位置の違いにより、対象物の大きさが異なります。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、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。サンルーフ付き車両等で外部光による反射でモニターが見えにくくなる場合があります。その場合はシェードを閉めてください。LED光源を使用した照明の一部が映った場合、モニター画面がちらつく場合がありますが、故障ではありません。リヤガラスが曇った場合は、リヤデフォッガーを
使用し、リヤガラスの曇りを取ってください。曇りが取れるまでは、ミラーで使用してください。リヤガラス外側が汚れた場合や、雨天時に水滴が付いた場合には、映像が不鮮明になります。リヤワイパー、リヤウォッシャーで汚れを払拭してください。夕暮れ時やトンネル、立体駐車場等では、ヘッドランプを付けてください。（ヘッドランプを点灯するとモニター
およびカメラシステムが夜モードになり、光がにじんで画面が見えにくくなるような現象を防ぎます。）ACC ONまたはエンジンONの状態でモニターを使用できます。

  各色220円（取付費・消費税込）MF7Z0～MF7Z4

リヤシートのヘッドレストや乗員、またラゲッジルームの荷物が邪魔になって、後ろがよく見えないまま運転していた経験はありませんか?
「スマート・ルームミラー」は、そんなイライラを簡単操作で解決します。リヤカメラの車両後方映像をルームミラーにフル画面表示
し、夕方や夜間などのさまざまな環境や、後席にたくさんの人が乗車したり、荷物を高く積み上げた場合でも、通常のミラーより

クリアな後方視界を確保することができます。

各75,570円（取付費・消費税込）MF782/MF783/MF784

○インテリジェント アラウンドビューモニター無車用/日産オリジナルナビゲーション（MM522D-L、MJ322D-W）付車用/
　7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付車/AUTECH系・VIP系を除く7インチ ディスプレイオーディオ付車

日産オリジナルドライブレコーダー（リヤカメラ）付車

28 スマート・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付車、日産オリジナルナビゲーション（MJ122D-W）付車を除く全車

〇日産オリジナルナビゲーション（MM522D-L、MJ322D-W、MJ122D-W）付車用/
　7インチ ディスプレイオーディオ付車用

〇リヤカメラカバー ※写真は当該車両とは異なります。

フロント用 リヤ用

○日産オリジナルナビゲーション再生画面例

○リヤカメラ装着位置

○スマートフォンアプリでのリアルタイム映像表示例

ドライブレコーダー
の動画はこちらから

こんな時でも、ワンタッチでクリアな後方視界。

スマートルームミラー0FF
（通常ミラー）

簡単切り替え！

SWITCH!
スマートルームトル ミラー0FFF
（通常ミラー）

簡単切り替え！

SWITCTT H!
スマートルームミラーON
（液晶モニター） リヤカメラ

カーアラーム

セキュリティ&セーフティパック スタンダード 注1、注3、注6（○1 ～○4 ）

○1 

○3

○2
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。

＊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。

セーフティイルミネーション＊2

降車時、車両リモコンのドアロックでミラーが
自動格納します。

写真は当該車両とは異なります。

ドアミラー
自動格納装置

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。

ドアこじ開け

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。

セキュリティインジケーター＊1

LED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。

（セキュリティラベル）写真は当該車両とは異なります。

○4 超音波センサー

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。

写真は当該車両とは
異なります。 ○7 バッテリー内蔵サイレン＊

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。

○5 傾斜センサー

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。

写真は当該車両とは
異なります。

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。

（○1 ～○3 ）セキュリティ&セーフティパック エントリー 注1､注6

○6 お知らせリモコン

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。

＊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。

取り付け例取り付け例

77,525円 （取付費・消費税込）MFE98 全車

61,293円 （取付費・消費税込）MFE76 全車

42,544円 （取付費・消費税込）MFE87 全車

32 セキュリティ&セーフティパック プレミアム 注1、注2、注6（○1 ～○7 ）

33

34

ナビ盗難センサー

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。

初
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文
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原
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新車ご購入時にぜひお選びいただきたい基本アイテムをパッケージにしてご用意しました。

09 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 （高級クローム）  

14 フロアカーペット 
　　（エクセレント：ブラック/ベージュ）  

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セット+Nissanブランドロゴステッカー付ナンバープレートロック＋フロアカーペットの3点セット合計価格

各137,580円（取付費･消費税込）MFX6R/MFX6S
○カーペット色：ベージュ（8人乗り用）マルチファンクションコンソール無車用/付車用

各137,580円（取付費･消費税込）MFX6T/MFX6U
○カーペット色：ブラック（8人乗り用）マルチファンクションコンソール無車用/付車用

各137,580円（取付費･消費税込）MFX6V/MFX6W
○カーペット色：ブラック（7人乗り用）マルチファンクションコンソール無車用/付車用

全車

写真はブラック。

カーライフをより豊かにする、充実のアイテム。Basic & Useful

「止める力」で冬のドライブに安心感を。

X-ICE XI2:225/55R18 
先進テクノロジー「トリプル・エフェクト・ブロック」により、除水・排水性能とエッジ効果が更に向上
しました。氷上の水を徹底的に除去して凍結路面自体をすべりにくくし、より確かなアイスグリップ
で冬のドライブの不安を解決します。

●価格、取付費（脱着・バランス取りなど）に関しましては、カーライフアドバイザーにお問い合わせください。
●使用済みタイヤを処理するには別途費用がかかります。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。

ミシュランスタッドレスタイヤ  X-ICEシリーズ

全車

Studless Tyre & Wheel Set タイヤのお求めは日産販売会社で
オープン価格 16インチホイール・18インチホイール付車スタッドレスタイヤ & ホイールセット

●ミシュラン、ダンロップ、トーヨー、ブリヂストン、ヨコハマ最新スタッドレスタイヤとのセット商品を
取り揃えております。価格は、タイヤメーカー、サイズにより異なりますので、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。●アルミホイール単品でもお買い求めいただけます。
●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
ナットをお買い求めください。●標準装着品と同じインチサイズのホイールをお買い求めください。10本スポーク（18×7.5J）

●本カタログに掲載されている商品は、オーテック取扱車種の一部（福祉車両など）に装着できない場合がございます。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。
●（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。

注）マッドガード非装着車に対して、リヤ約30mm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。

タイヤのはね上げる小石や泥で、ボディが傷つくのを軽減します。

39 マッドガード

各17,915円（取付費・消費税込）
MFH8C/MFH8D/MFH8E/MFH8F/MFH8G 

○リヤセット・ボディカラー：#GAT/#KAD/#NAW/#QAC/#XJJ

AUTECH系を除く全車

○ブラック（1台分）（8人乗り、7人乗り用）マルチファンクションコンソール無車/付車用

日産純正の
フロアカーペットは
意匠登録出願済です。

意匠登録
出願済

〈ブラック〉

注）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。

40フロアカーペット（スタンダード：吸音機能付） 

各74,000円（取付費・消費税込） 8人乗り：MFR1E/MFR1F、7人乗り：MFR1G/MFR1H 

各74,000円（取付費・消費税込）MFR1C/MFR1D
○ベージュ（1台分）（8人乗り用）マルチファンクションコンソール無車用/付車用

8人乗り車

全車

〈ブラック〉

41 ラゲッジカーペット（スタンダード）  

22,000円（消費税込本体価格）MFWDC22,000円（消費税込本体価格）MFWDD

○ベージュ（1台分）○ブラック（1台分）

注）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。

全車 全車 全車

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。

ライセンスランプ用のバルブをLEDに交換することにより、クリアで明るい印象を演出。
ライセンスプレートの視認性も高まります。

42 LEDバルブ（ライセンスランプ用）

9,240円（取付費・消費税込）MFDSS

USBケーブル

本体
2ポートUSB
カーアダプター

★の商品は、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。

●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。
●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。
●信頼と安心の、日産の5年保証付き。※

●各機能・特性をさらに高いレベルで実現させた5YEARS COAT Excellent 
　286,000円（取付費・消費税込）ZZVH5、スタンダードタイプの5YEARS COAT 
　99,000円（取付費・消費税込）ZZVFFもご用意しております。

43 5YEARS COAT Premium★     

165,000円（取付費・消費税込）ZZVG5

新車のような光沢が5年間持続

12,903円（取付費・消費税込）MFF61

ガラス撥水処理と専用リフィールで高い撥水効果を持続します。

※その他のガラスへの施工については下記〈その他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。

●12ヶ月間撥水効果が持続／6ヶ月間水玉が飛びます。●不快なワイパーのビビリ（振動）を解消します。
●油膜の付着を防止、冬場の霜取りも簡単です。

44 ウィンドウ撥水 12ヶ月★ 
雨の日もはっきり見える安心感

施工前

施工後

○フロントウィンドウ撥水処理

○フロントウィンドウ＋フロントドアガラス撥水処理

 9,328円（取付費・消費税込）MFF60
17,076円（取付費・消費税込）ZZV53

45 室内防臭 ロングタイプ★ 

＊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。

●車内のいやなにおいを長期間
　防臭します。
●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。
●優れた抗菌力で車内を清潔に
　保ちます。
●防ダニ効果もあります。

防臭・抗菌で清潔な室内環境

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。

二価鉄＊による防臭・抗菌効果が長時間維持します。

商品番号43～45の商品は、PIT WORK取扱いの商品です。

全車

全車

全車

全車

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。

〈その他オプショナルパーツ一覧表〉

＊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。

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 54

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）。

回1車 検 コンピューター
診断 4エンジンオイル&

オイルフィルター
交換 回412ヶ月

法定点検 回3 6ヶ月
安心点検 回4 エンジン

オイル交換 回5

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。

仕様） 本体：縦238mm×横164mm×幅58mm
         ウルトラスエード、カラー：グレー
         NISSANワードマーク素押し
         車検証入れ（A4）、名刺ホルダー（4枚）
         取扱説明書など収納ポケット（2ヶ）：
         厚さ55mmまで収納可能

車検証ケース
4,400円（消費税込本体価格）ZZRYR全車 全車

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）MFRZ0
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●セット内容
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、
取扱い説明書、持ち出し用袋

全車

車載用防災キット（1人用）
7,700円（消費税込本体価格）ZZRW0

万が一の災害や帰省時の渋滞の際に備えて
いると安心な防災キットです。

※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。

NISSAN collection

●本文中の希望小売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。

数に限りがありますので予めご了承ください。

 ●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。
●本カタログに掲載されている商品は、福祉車両などオーテック取扱車種に装着できない場合がございます。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。 ●（本体価格）には車両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。

●集中力を維持しやすくストレスがたまりにくい、
　落ち着ける運転環境づくりをサポートします。（注1）
●クルマの中で気になるニオイを消臭します。
　（カビ臭/汗臭/体臭/食べ物臭/タバコ臭/ペット臭）（注2）
●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
　スマートフォンなどを充電することができます。

自動車や航空機の内装に使用のウルトラスエード®を採用。
放熱特性、吸熱特性に優れています。
半透明のポケット部分には車検証などの印字の転写を
抑えるコピーセーフ生地を使用しています。

（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の車内相当の試験空間で、約20分～約6時間後の効果です。
「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（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。

初
校

部
位 商　品　名 仕　様 適用車種 取付費・消費税込または 

消費税込本体価格（円）
カーライフ
商品コード

パ
ッ
ケ
ー
ジ

ダイナミックパッケージ 
インテリジェント アラウンド                                          
ビューモニター無車用

#GAT：ミッドナイトブラック（P）
AUTECH系・                       
アーバンクロム系
を除くインテリ                      
ジェント 

アラウンドビュー 
モニター無車

172,962 MFX20
#KAD：ダークメタルグレー（M） 162,224 MFX22
#NAW：ディープクリムゾン（PM）

各172,962

MFX24
#QAC：ピュアホワイトパール（3P） MFX26
#XJJ：ディープクリムゾン（PM）×                                    
ミッドナイトブラック（P）2トーン MFX28

ダイナミックパッケージ 
インテリジェント アラウンド                                       
ビューモニター付車用

#GAT：ミッドナイトブラック（P）
AUTECH系・                       
アーバンクロム系               
を除くインテリ               
ジェント 

アラウンドビュー 
モニター付車

174,722 MFX21
#KAD：ダークメタルグレー（M） 163,984 MFX23
#NAW：ディープクリムゾン（PM）

各174,722

MFX25
#QAC：ピュアホワイトパール（3P） MFX27
#XJJ：ディープクリムゾン（PM）×                                    
ミッドナイトブラック（P） 2トーン MFX29

空
　
調

クリーンフィルター（＊）（注1） 
「花粉対応タイプ」

全車

3,190 MF2U4
「花粉・におい・アレルゲン対応タイプ」 6,182 MF2U7

クリーンフィルター プレミアム               
（＊）（注1） 「最上級」 7,315 MF2U8

足
ま
わ
り

アルミホイール10本スポーク                                  
（エスティーロ）（注2）

18×7.5J、                      
インセット55（注3）

標準装着タイヤへの装着時

全車

176,440 MFA0U
標準装着タイヤ以外への装着時 169,400 MFA0V

アルミホイール スノータイヤ用 18×7.5J 283,360 MFA50
合金鋼チェーンスペシャル（注4） 

225/55R18用
24,310 MFBB1

オートソック（注4）（注5） 17,600 MFBE1
ジャッキセット（注6） 23,414 MFCB4

電
　
装

LEDバルブ（注7）
マップランプ用＋パーソナルランプ用 

全車

23,320 MFDSB
ラゲッジランプ用 4,620 MFDSC
バックランプ用 9,680 MFDST

追加用リモコン インテリジェントキー用                     
リモートキー（注8）

3ボタン （注9）
各8,360

MFFM0
4ボタン （注10） MFFM1
5ボタン （注11） MFFM2

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12）                                        

インテリジェント アラウンドビューモニター無車用

全車

108,849 MFGCC

インテリジェント アラウンドビューモニター付車用 110,609 MFGCD
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12）                

インテリジェント アラウンドビューモニター無車用 127,599 MFGCE

インテリジェント アラウンドビューモニター付車用 129,359 MFGCF

部
位 商　品　名 仕　様 適用車種 取付費・消費税込または 

消費税込本体価格（円）
カーライフ
商品コード

電
　
装

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12）（注14） 

インテリジェント アラウンドビューモニター無車用

全車

138,735 MFGCG

インテリジェント アラウンドビューモニター付車用 140,495 MFGCH

リモコンエンジンスターター&                                              
カーアラームキット（注12）                               

インテリジェント アラウンドビューモニター無車用 93,189 MFGE7
インテリジェント アラウンドビューモニター付車用 94,949 MFGE8

外
　
装

ウインターブレード（＊） 
フロント用 運転席側：650mm（フィン付）、 
助手席側：400mm（フィン無）

全車

13,145 MFF1A

リヤ用 285mm 6,413 MFF1B

ウィンドウ撥水 12ヶ月                                              
（＊）（注15）（注16）

リヤドア＋リヤサイドドア撥水処理 7,150 MFF62
バックガラス撥水処理 300mm 5,390 MFF63

超撥水ウインターブレード
（＊） 

フロント用 運転席側：650mm（フィン付）、 
助手席側：400mm（フィン無） 14,575 MFF8A

リヤ用 285mm 7,128 MFF8B

マッドガード（注17）
リ
ヤ
セ
ッ
ト

#GAT：ミッドナイトブラック（P）

AUTECH系を                          
除く全車

各17,915

MFH8C
#KAD：ダークメタルグレー（M） MFH8D
#NAW：ディープクリムゾン（PM） MFH8E
#QAC：ピュアホワイトパール（3P） MFH8F
#XJJ：ディープクリムゾン（PM）×                                            
ミッドナイトブラック（P） 2トーン MFH8G

ルーフスポイラー（注7） 

#GAT：ミッドナイトブラック（P） 72,809 MFJCJ
#KAD：ダークメタルグレー（M） 67,572 MFJCK
#NAW：ディープクリムゾン（PM）

各72,809

MFJCL
#QAC：ピュアホワイトパール（3P） MFJCM
#XJJ：ディープクリムゾン（PM）×                                          
ミッドナイトブラック（P） 2トーン MFJCN

フロントクロームプロテクター                                    
（注18） 

#GAT：ミッドナイトブラック（P）

AUTECH系･                      
アーバン
クロム系                       
を除く全車

74,800 MFJEL
#KAD：ダークメタルグレー（M） 69,300 MFJEM
#NAW：ディープクリムゾン（PM）

各74,800

MFJEN
#QAC：ピュアホワイトパール（3P） MFJEP
#XJJ：ディープクリムゾン（PM）×                                         
ミッドナイトブラック（P） 2トーン MFJER

カーサイドタープ（注30） ラディクール

全車

39,600 MFLH0
ハーフボディカバー（注30）（注31） ラディクール、Lサイズ 36,300 MFN00
サンシェード（注31） ラディクール、タイプB 10,450 MFNM0

ナンバープレートリム（注19） 高級クローム
フロント用

各4,400
MFNR0

リヤ用 MFNR1

部
位 商　品　名 仕　様 適用車種 取付費・消費税込または 

消費税込本体価格（円）
カーライフ
商品コード

外
　
装

ナンバープレートリム（注19） 高級ゴールド
フロント用

全車

各4,400
MFNR2

リヤ用 MFNR3

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19） 

高級クローム 1台分（リム2枚＋ロゴ無し
ロックボルト3本：キー付） 各12,100

MFNRR
高級ゴールド MFNRS

ナンバープレートロック（注20） ロゴ無しロックボルト3本：キー付 3,300 ZZL6E

内
　
装

チャイルドセーフティシート                     
（注21）（注22） インナークッション付

全車

53,000 MFU17

ISO FIX対応チャイルド                         
セーフティシート

テザーベルト 
タイプ

インナークッション付
（注23）（注24）（注25） 99,000 MFU27

インナークッション無                     
（注23）（注24） 93,500 MFU28

ISO FIX対応ベビーシート                        
（注24）（注26） テザーベルトタイプ 80,876 MFU2B

ジュニアセーフティシート                      
（注22）（注27） ハイバックタイプ 50,300 MFU68

シ
ス
テ
ム
商
品

ホイールコート（＊）（注16） ホイール4本処理

全車

5,500 ZZV3B
タイヤコート（＊）（注16） タイヤ4本処理 3,300 ZZV60

セキュリティシステム                                             
オートキーパー（＊）（注16）

4面施工見舞金なし 15,180 ZZVR0
6面施工見舞金なし 19,580 ZZVR2
8面施工見舞金なし 23,980 ZZVR4

ボディ床下コート クリア                                            
（＊）（注16）

床下全面処理 16,940 ZZVU1
足まわり部品処理 8,470 ZZVU2

ボディ床下コート ブラック                                        
（＊）（注16）

床下全面処理 21,780 ZZVUB
足まわり部品処理 18,150 ZZVUD
ホイールハウス処理（4ヶ所） 3,630 ZZVUE

汎
用
品

照明付灰皿 汎用（カップホルダー置き）タイプ

全車

2,200 ZZN42

毛ばたき
コック、チャグロクロキャラ 22,000 ZZR43
オーストリッチ、グレー 49,500 ZZR23

三角表示板 停止表示板 3,520 ZZS05
レスキューマンⅢ（注28） カッター＋ハンマー 2,530 ZZNB3

A
V
C
N

リヤドアサブウーファー 
（注29） 

日産オリジナルナビゲーション付車用：                                              
スピーカー×2個､リヤデッドニングキット

日産オリジナル
ナビゲーション

付車
49,500 MF3M0

（注1）エアコンを快適にお使いいただくため、定期的な交換を行ってください。交換時期：12ヶ月経過時または12,000km走行時。また、「花粉対応タイプ」と「花粉・におい・アレルゲン対応タイプ」、「最上級」の同時装着はできません。（注2）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、袋ナットタイプをお選びください。（注3）「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。（注4）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。（注5）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。（注6）ラゲッジアン
ダーボックストレイを購入された場合、ジャッキを取付要領書通りに車両に固定し、設置することができません。（注7）車両の標準装備品と交換して取付けるオプション部品です。（注8）本部品にはメカニカルキーが付随しておりません。（注9）250ハイウェイスターSのワンタッチオートスライドドア（運転席側）無車、ワンタッチオートスライドドア（運転席側）無リモコンオートバッ
クドア無車。（注10）250ハイウェイスターS アーバンクロムのワンタッチオートスライドドア（運転席側）無リモコンオートバックドア無車、250ハイウェイスターSのワンタッチオートスライドドア（運転席側）付車。（注11）AUTECH系、VIP系、アーバンクロム（250ハイウェイスタープレミアム、350ハイウェイスター、350ハイウェイスタープレミアム）、250ハイウェイスタープレミ
アム、350ハイウェイスター、350ハイウェイスタープレミアム、250ハイウェイスターS アーバンクロム・250ハイウェイスターSのワンタッチオートスライドドア（運転席側）付リモコンオートバックドア付車。（注12）本商品には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14）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15）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。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。（注16）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お問い合わせください。（注17）マッドガード非装着車に対して、最大でリヤ約30mm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。（注18）フロントクロームプロテクター非装着車に対して、最大約13mmダウンします。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。また、全長が約27mm長くなるため、全長変更届出が必要になる場合があります。（注19）字光式
ナンバープレートとはセットで装着できません。リヤ用はナンバープレート封印前に装着してください。（注20）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21）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。（注22）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。（注23）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。
（注24）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。（注25）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ヶ月未満となります。（注26）
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27）適用目安は、体重15kg以上～36kg以下、身長100cm以上～150cm以下となります。（注28）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/OPTIONAL-
PARTS/RESCUEMAN/index.html）でご確認ください。（注29）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。6スピーカー付車の場合、ツイーターは交換できませんので、標準装備のものを使用します。（注30）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。（注31）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。（＊）この商品はPIT WORK商品です。


