
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2023年3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。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、※一部商品（5YEARS COAT、NISMOパーツ、日産グッズ、
DVD-ROM、車載用防災キット他）は除きます。詳細はカーDVD-ROM、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。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、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。

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。
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N I S S A N  G T- R  c o l l e c t i o n

◯20×9.5J（フロント）、20×10.5J（リヤ）
標準装着タイヤへの組付時/標準装着タイヤ以外への組付時
取付費込価格につき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。
A6A0W/A6A0X

01 レイズ製アルミ鍛造ホイール（ハイパーチタンカラーコート）

足元に一段と上質で精悍な表情をもたらすハイパーチタンカラーコート
のアルミホイール。

Premium edition、Black edition、Pure edition

※タイヤは標準装着タイヤをご使用いただくか、別途ご用意ください。

27,500円（取付費・消費税込）A6CH2
02 LEDハイパーデイライト キャンセルスイッチ

車両標準装備のLEDハイパーデイライトを消灯するためのスイッチ。
スイッチ表示灯が点灯状態で、LEDハイパーデイライトが点灯となる。

全 車
◯レッド/ブラック     1台分 各132,000円（消費税込本体価格）A6R24/A6R23
03 NISSAN GT-R専用フロアカーペット （プレミアムスポーツ）（消臭機能付）

匠の技が感じられる丹後緞通調の専用フロアカーペット。重量感たっぷりのアルミダイキャストを用いた大型の「GT-R」エンブレムを配し、
さりげないこだわりを演出している。NISSAN GT-Rで実際に使われているリアルカーボンをヒールパットに採用し、ドライビング時に右足、
左足がすべらないよう機能的にレイアウトしている。

※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。

NISSAN GT-Rに使用されているリアルカーボンを採用。
NISSAN GT-Rで実際に使われている特別な12Kカーボンを素材と
して採用。そのうえ、NISSAN GT-Rの独特なボディのサイドライン
をモチーフにデザインし、走る歓びと機能性を同時に高めている。

全 車

〈リアルカーボン（P VC付）〉

匠の技が織りなす、上質の一枚。
カーペットのパイルは日本の工芸手法である丹後緞通調。耐
摩耗性に優れたナイロン素材を高密度に使用。上質感を高
めるとともに機敏なペダル操作・スポーツドライビングの妨げ
にならないように毛足長を短く仕上げた。リアルカーボン部
周辺の毛は、一枚一枚ハンドメイドで刈り込み加工をし、カー
ペット部との段差を減らしている。

〈緞通調〉

〈ブラック〉〈レッド〉〈ブラック〉〈レッド〉

運転席 助手席

GT-R NISMO専用フロアマットGT-R NISMO専用フロアマット
（（ブラック、「NISMO」エンブレム付：1台分ブラック、「NISMO」エンブレム付：1台分））

1140,80040,800円（消費税込本体価格円（消費税込本体価格））A6AX0A6AX0

アルミダイキャスト製NISMOエンブレムを配した精悍なブラックの生地に、GT-R NISMOのアルミダイキャスト製NISMOエンブレムを配した精悍なブラックの生地に、GT-R NISMOの
内装色にマッチするようマットの縁取りには赤いオーバーロックを採用しました。内装色にマッチするようマットの縁取りには赤いオーバーロックを採用しました。

GT-R NISMO専用フロアマット
（ブラック、「NISMO」エンブレム付：1台分）

140,800円（消費税込本体価格）A6AX0 NISMO Special edition、NISMO

アルミダイキャスト製NISMOエンブレムを配した精悍なブラックの生地に、GT-R NISMOの
内装色にマッチするようマットの縁取りには赤いオーバーロックを採用しました。

（注）数に限りがありますので予めご了承ください。

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）をご覧下さい。 
※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。

（消費税込）

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！

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）

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）
加入 新車無料1か月点検まで※2

173,100

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）

NISSAN GT-R ハイパフォーマンスプログラム54（新車ご購入時限定販売）

NISSAN GT-Rの高度な走りを維持するためのメンテナンスプログラムです。
認定テクニカルスタッフが、一定期間の点検・整備をお得な定額料金でお引き受けいたします。
また日産純正部品を使用して部品交換を行います。

●追加整備等が必要な場合は別途料金を申し受けます。
●NISSAN GT-R ハイパフォーマンスプログラム54以外にも、お客さまのご要望に合わせ複数のパッケージをご用意しております。
●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。●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
ご
購
入 1回目車検

ヶ月 ヶ月 ヶ月 ヶ月 ヶ月 ヶ月

■特別点検＊ ■特別点検 ■特別点検
■1ヶ月無料点検 ■6ヶ月無料点検

■12ヶ月法定点検
■エンジンオイル&
オイルフィルター
交換

■エンジンオイル
　交換

■6ヶ月安心点検
■エンジンオイル
　交換

■12ヶ月法定点検
■エンジンオイル&
オイルフィルター
交換

■6ヶ月安心点検
■エンジンオイル
　交換

■車検
■推奨点検
■エンジンオイル&
オイルフィルター
交換

1 6 12 18 24 30 ヶ月 ヶ月 ヶ月

■特別点検

■12ヶ月法定点検
■エンジンオイル&
オイルフィルター
交換

■6ヶ月安心点検
■エンジンオイル
　交換

■6ヶ月安心点検
■エンジンオイル
　交換

42 48 54車検

＊2,000kmで
  行ってください。

ジャパンメイドに拘り匠の技を持つ職人によりハンドメイドで製作した1/6
スケールVR38DETTエンジンモデルの逸品です。実物がもつ素材感の再
現に拘り、実際のVR38エンジンを分解し3Dスキャン測定・3Dデータ作成・
最新3Dプリンターで原型を製作しました。さらに、500馬力以上を絞り出
すV型6気筒の心臓部のクランク、コンロッド、ピストンをPOWER CORE
と称し躍動感のあるディスプレイモデルとしました。

71,500円（消費税込本体価格）A6RZS　全 車

VR38DETTエンジン&パワーコアモデル
1/6スケール[エンジン&パワーコア（コンロッド/ピストン/クランク）]

ドライカーボンと牛革のコントラストにGT-R
メタルロゴが輝くオリジナル車検証ケースです。
熟練した日本の職人の技が光る逸品です。
A4サイズ車検証対応と、A6サイズ電子車検証対応
の2種類をご用意しました。

各29,700円（消費税込本体価格）
A4サイズ車検証対応 ： A6RZV
A6サイズ車検証対応 ： A6RZX

全 車

GT-R 車検証ケース

カーボン調レザーにGT-Rメタルロゴが輝く
スプリング式のキーリング。
リング部を上に引っ張り捻ることで
爪を傷めず使うことができます。

6,270円（消費税込本体価格）A6RZT 全 車

A4サイズ車検証対応 A6サイズ車検証対応
※2023年5月発売予定。

GT-R キーリング

カーボン調レザーにGT-Rメタルロゴが輝く
三つ折り財布。
コンパクトながらカードやお札をしっかり収納でき、
小銭入れはボックス型で使いやすい設計です。

24,200円（消費税込本体価格）A6RZW 全 車

GT-R パルマウォレット（三つ折り）

（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」、「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）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。（注3）取付費につきましては、指定工場、指定タイヤ販売会社にお問い合わせください。
なお、サッチャム準拠車両防盗システム装着の車両に取り付ける場合は、車両標準のホイールナットをご使用ください。（注4）本部品にはメカニカルキーが付随しておりません。（注5）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6）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7）車両に付着した埃、泥などの汚れは取り除いてからご使用ください（汚れたままのご使用は、傷が付く原因となります）。（注8）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9）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､
車種別合わせガラス設定一覧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10）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。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。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。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。字光式ナンバープレートとは、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、ライセンスランプブラケットになります。（＊）この商品はPIT WORK商品です。

●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。●車両仕様並びに装備が実際の車両とは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。 

その他オプショナルパーツ一覧表

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

空
調

クリーンフィルター（＊）（注1）
「花粉対応タイプ」

全車

3,190 A62U4

「花粉･におい･アレルゲン対応タイプ」 6,182 A62U8

クリーンフィルタープレミアム（＊）（注1） 「最上級」 7,315 A62U9

足
ま
わ
り

アルミロードホイール（注2）（注3）

スノータイヤ用
20×9.5J（フロント）、20×10.5J（リヤ）

Premium edition、Black          
edition、Pure edition

価格につき
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。

A6A54

スノータイヤ用
20×10J（フロント）、20×10.5J（リヤ）

NISMO、Track edition 
engineered by NISMO 
T-spec、Track edition 
engineered by NISMO

A6A55

スノータイヤ用                                                                                
20×10J（フロント）、20×10.5J（リヤ） Premium edition T-spec A6A56

スノータイヤ用                                                                                  
20×10J（フロント）、20×10.5J（リヤ） NISMO Special edition A6A57

電
装

ムーディーイルミネーション 白色LED照明
全車

19,434 A6DC1

追加用リモコン（注4） インテリジェントキー用リモートキー 8,360 A6FM1

外
装

ウインターブレード（＊） フロント用右側：525mm、左側：450mm

全車

11,726 A6F1A

ウィンドウ撥水 12ヶ月（＊）（注5）（注6）

フロントウィンドウ撥水処理 8,360 A6F60

フロントウィンドウ＋フロントドアガラス撥水処理 11,935 A6F61

リヤサイドガラス撥水処理
各3,575

A6F62

バックガラス撥水処理 A6F63

超撥水ウインターブレード（＊） フロント用右側：525mm、左側：450mm 13,156 A6F8A

ボディカバー（注7） 防炎タイプ、材質：ポリエステル製 NISMO Special edition、             
NISMOを除く全車 28,600 A6N03

ナンバープレートロック（注8）
ロゴ無しロックボルト3本（キー付）

全車
3,300 ZZL6E

Nissanブランドロゴステッカー付、ロックボルト3本（キー付） 5,280 ZZL6K

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

内
装 GT-R専用フロアカーペット（スタンダード） エンブレム付き（消臭機能付、ブラック、表面：ナイロン製/裏面：

SBS製） 全車 90,200 A6R02

シ
ス
テ
ム
商
品（
注
6
）

ホイールコート（＊） ホイール4本処理
全車

5,500 ZZV3B

抗菌・抗ウイルスコート　ロングタイプ（＊） 17,600 ZZV81

5YEARS COAT（＊）
Premium edition T-spec、

Premium edition、
Black edition、
Pure edition

82,500 ZZVFD

5YEARS COAT Premium（＊） 143,000 ZZVG3

5YEARS COAT Excellent（＊） 264,000 ZZVH3

セキュリティシステム
オートキーパー（＊）

4面施工見舞金なし
全車

15,180 ZZVR0

6面施工見舞金なし 19,580 ZZVR2

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9） カッター＋ハンマー 2,530 ZZNB3

A
V
C
N

ドライブレコーダー（フロント）
（DH5-S）（注10）

全車
46,921 A67F7

ドライブレコーダー（フロント＋リヤ）　　            
（DH5-S）（注10） 89,557 A67F9

N
I
S
M
O

NISMOナンバープレートロック（注8） 「NISMO」ロゴステッカー3枚付、ロックボルト3本（キー付） 全車 6,050 A6AZ0


