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12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

O PT I O N A L PA RT S fo r

NISSAN LEAF

先 進 の E V とし て 、さ ら に 洗 練 さ れ た 日 産 リ ー フ 。
あ な た の 感 性 が 、E V とし て の 存 在 感 や プ レ ミ ア ム 感 を 際 立 た せ る 。
そのスタイルに、その走りに、新たなるEV ライフの始まりを予感させる日産リーフ。
あなたの研ぎ澄まされた感性との出会いが、日産リーフに唯一無二の個性と存在感を与える。

写真はイメージです。
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E X T E R I O R PA R T S f o r

NISSAN LEAF

リ ヤ バ ン パ ー に 標 準 装 備 の ア ク セ ント を キ ー カ ラ ー に 、
先 進 感 と ダ イ ナ ミック 感 を 鮮 や か に コ ー ディネ ート 。

OPTIONAL PARTS for NISSAN LEAF

EXTERIOR

日産リーフの先進の EV デザインをさらに際立たせるエクステリアパーツ。
エクステリアパーツ
〈ブルー〉

日産 EV をシンボリックに主張するキーカラーを効果的に配したエクステリアパーツが、
日産リーフのスタイリッシュさを際立たせるとともに、EV のダイナミックな走りを主張する。
〈シルバー〉

01 フロントアクセント

02 サイドアクセント

03 ボディサイドステッカー

フロントバン パ ー 左 右 のリップ 部 にアクセントをプラス 。E V らしい カラー

サイドスカート部にアクセントをプラスして、スタイリッシュさを強調。フロント

サイドボディラインを強調する立体感のあるデザインです。

コーディネートとともに、ワイド&ローなフロントビューを強調します。

アクセントとの同時装着でコーディネートが完成します。

ボディカラーに合わせて選択できるよう2 色を用意しました。

32,899 円（取付費・消費税込）

51,398 円（取付費・消費税込）

○ブルー /シルバー

各

22,330 円（取付費・消費税込）

○ボディカラー：#KAD ､#GAT ､#QAC ､#XKD ､#XKC ､#XAB ､#GAQ ､#NBF ､#XEX ､#XBT､#XDQ ､
#XJV､#XGQ：ブルーまたはシルバーいずれでも可/#K23､#XBF：ブルーのみ/
#RAY､#XEH､#XGN：シルバーのみ

〈ボディカラー：#KAD､#GAT､#RAY､#XKD､#GAQ､#NBF､#XEX､#XBT､#XGN､
#XEH､#XDQ､#XJV車用〉

〈点灯〉

〈消灯〉

文字の輪郭色：シルバー
〈ボディカラー：#K23､#QAC､#XKC､#XAB､#XBF､#XGQ車用〉

05 LEDフォグランプ
文字の輪郭色：グレイ

04 ゼロエミッションステッカー

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。LED ヘッド
ランプと組み合わせると、
白色でコーディネイトでき、
より精悍な印象を与えます。

ゼロ・エミッション社会に向けたメッセージ。日産リーフオーナーの環境意識の
高さを周囲にアピールできます。
○文字の輪郭色：シルバー / 文字の輪郭色：グレイ

25,353

各
円
（取付費・消費税込）

○ボディカラー：#KAD､#GAT､#RAY､#XKD､#GAQ､#NBF､#XEX､#XBT､#XGN､ #XEH､#XDQ､#XJV
車用：文字の輪郭色：シルバー/#K23､#QAC､#XKC､#XAB､#XBF､#XGQ車用：文字の輪郭色：グレイ
注）本商品を装着する場合は、車両標準装着の "zero emission"エンブレムを取り外す必要があります。

〈フロント〉

76,245 円 / 83,285 円

（取付費・消費税込）

車両との一体感を高めたデザインです。
小雨時でも窓を少し開けて換気ができます。

70,239 円（取付費・消費税込）

○ハロゲンフォグランプ付車用

19,140 円（取付費・消費税込）

注）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。点灯時
にレンズ面を斜めから見たときレンズが曇ったように見える場合がありますが、これは LED が鋭い光の
ために起きる現象であり、
レンズ内の曇りによるものではありません。

〈 16×6.5J 〉

〈リヤ〉

〈 17×6.5J 〉

07 マッドガード

08 BBS 製ダーククロームカラーコートホイール

09 ナンバープレートリム（クロームメッキ）

すべてのボディカラーに対応。スタイリッシュで機能的。タイヤのはね上げる

標準装備のホイールと比較して重量低減を実現します。

○フロント用 /リヤ用

小石や泥でボディが傷つくのを防ぎます。
○ボディカラー各色

各

25,793 円（取付費・消費税込）

注）マッドガード非装着車に対して、最大フロント約 44mm 、
リヤ約 46mm 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。

写真はイメージです。

○ハロゲンフォグランプ無、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

06 プラスチックバイザー（アクリル製）

○ 16×6.5J 、インセット40

269,280 円（取付費・消費税込）

○ 17×6.5J 、インセット45

2 84,680 円（取付費・消費税込）

注）ホイールナットは同梱されておりません。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。

各

2,200 円（消費税込本体価格）

ナンバープレートロックとセットになった商品もご用意しております。
（クロームメッキ2枚、ロゴなしロックボルト3本：キー付）

7,700 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。リヤ用はナンバープレート封印前に装着してください。
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INTERIOR

INTERIOR PARTS for

先進の EVにふさわしいプレミアム感と使いやすさを高めるインテリア装備。

NISSAN LEAF

インテリアアイテム

光 の 演 出 や ブ ル ー の キ ー カ ラ ー を ア ク セ ント に 配 し て 、
E V をド ラ イ ブ す る ム ード を さ ら に 演 出 。

意 匠 登 録 日産純正のフロアカーペットは
出願中

ブルーの縁取りを施したデュアルカーペット、Zero Emission ロゴが発光するキッキングプレート。

意匠登録出願中です。

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。

そしてマジカルイルミネーションなど、EV をドライブする歓びをさらに増幅するインテリアです。

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。

ボタンで簡単に脱着が可能

10 デュアルカーペット（フロアカーペット『消臭機能付』、ブラック＋ラバーマット）
ブルーの縁取りを施した専用デュアルカーペット。フロアカーペットとラバーマットがボタンで着脱できる二重構造。
靴が汚れてしまったときなどはラバーマットが重宝します。
○標準車用 / 寒冷地仕様車用：1 台分

各

34,426 円（消費税込本体価格）

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。

11 トノカバー
ラゲッジ全体を覆い、プライバシーを保護。大切な荷物の盗難
防止効果も高めます。
このラベルが
「日産純正」の証

20,166 円（消費税込本体価格）

○ブラック

注1）
トノカバーの上に荷物等を載せないでください。変形・破損するおそれがあります。
注 2 ）写真は撮影のためバックドア固定用フックを取り外しています。

〈手前の天板を本体溝に差し
込み仕切り板として使用して
いる状態〉

写真はイメージです。画面はハメ込み合成です。

インテリアアイテム

個性と品質感で選べる加飾パネル。

〈リヤ可倒式
シートを倒し
た状態〉

〈奥の天板を外した状態〉

12 ラゲッジアンダーボックス（天板前後 2 分割付き）

13 ラゲッジトレイ（ウォッシャブル仕様）

荷物を種類別に収納できる分割式。出し入れの際には車両後側の天板が立てかけられるので、重い荷物なども両手で持って作業できて便利です。頑丈な天板は収納物を隠し、その

耐水性に優れた樹脂製。濡れた傘や衣類、荷物類などでも気軽に

上に荷物を載せることも可能です。さらにリヤ可倒式シートの背もたれを前に倒すと、天板との段差が少なくなり、より大きなラゲッジスペースとなります。

置けて便利です。

38,500 円（消費税込本体価格）

注）天板はボックス本体の溝に差し込むことができます。

15,400 円（消費税込本体価格）

〈フロント〉
ヒーターコントロール
フィニッシャー用＋
シフトフィニッシャー用

ドアインナーフィニッシャー用

ヒーターコントロール
フィニッシャー用＋
シフトフィニッシャー用

オークウッド調
インテリアパネル

ドアインナーフィニッシャー用

ヒーターコントロール
フィニッシャー用＋
シフトフィニッシャー用

グレーウォールナット調
インテリアパネル

ドアインナーフィニッシャー用

ヒーターコントロール
フィニッシャー用＋
シフトフィニッシャー用

カーボン調
インテリアパネル

カーボン調（ブルー）
インテリアパネル

〈黄〉

ヒーターコントロールフィニッシャー、シフトフィニッシャー、
ドアインナーフィニッシャーを味わい深く演出できる加飾パネルのセットです。スタイリッシュなデザインと立体感のある手触りで、車内に新しい品質感をもたらします。ハイクオリティ指向やス
ポーティ指向など、乗る方のさまざまなお好みに対応する4タイプのデザインをご用意しました。

○インテリアパネル（ドアインナーフィニッシャー右 / 左用）
ヒーターコントロールフィニッシャー、シフトフィニッシャー、
ドアインナーフィニッシャー右 / 左をセットにしたインテリアパネルパックもご用意しています。詳しくはP14をご参照ください。

〈フロントロゴ拡大〉

※下の写真は当該車両とは異なります。

43 インテリアパネル

○インテリアパネル（ヒーターコントロールフィニッシャー用＋シフトフィニッシャー用）

〈リヤ〉

ドアインナーフィニッシャー用

各

33,000 円（取付費・消費税込）

各

27,500 円（取付費・消費税込）

〈橙〉

〈赤〉

〈紫〉

〈青〉

〈水色〉

〈黄緑〉

〈緑〉

〈白〉

14 マジカルイルミネーション

15 カップホルダーイルミネーション

前席の足元を 9 色の光で照らします。スイッチ操作で点灯・色・モードを切り替え可能。
「固定モード」

カップホルダーの底部が発光。ペットボトルなどが美しく

乗降時の傷つきを防止するとともに、
ドア開閉に合わせて Zero Emission の

浮かびあがります。

ロゴが発光します。

「やすらぎモード」
「フラッシュモード」など3 種の点灯パターンがあります。

40,537 円（取付費・消費税込）

21,758 円（取付費・消費税込）

16 キッキングプレート（ LED 、白色発光）

注）
ドアの開閉に連動し点灯・消灯します。

34,676 円（取付費・消費税込）
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CHARGING

機能的なカーライフをサポートするアイテム。

充電作業をもっとスマートに、もっと便利に行える充電サポートアイテム。

機能性アイテム

充電サポートアイテム

ヒーターで温めたウォッシャー液によってフロントガラスの 霜を簡 単に払 拭することができます。
〈充電ポートカバー装着手順〉

▶

〈使用前〉

〈使用後〉

写真は当該車両とは異なります。

霜なし

霜あり

凍結・積雪あり
少ない

多い

霜が降りる地域は、特におすすめします！

◎ EVシステム停止から12 時間以上経過した場合、EVシステムを始動することで

ウォッシャー
タンク

約 50 ℃

2 ）充 電コネクターを充 電ポートに挿し

1）車内またはインテリジェントキー

込んだ後、充電ポートカバーの規定の位置
に合わせます。

の充電ポートリッドオープナーで
充電ポートリッドを開けます。

▶

3 ）カチッという音がするまで充電ポート
カバーを押し込めばロック完了です。

4 ）充電ポートリッドを充電ポートカバーの
上に降ろして装着完了。

17 充電ポートカバー（チャージリッドカバー、収納袋付）

ウォッシャーヒーター

◎EVシステム始動中にウォッシャー液を補給し加熱、自動的に約 50℃で保温します。
◎保温容器により温度低下を防ぎ、EVシステム停止後約 12時間は効果が持続します。

フロント
ガラスの状態
（イメージ）

ウォッシャー
ヒーター
おすすめ度

折りたためば付属の収納袋
にコンパクトに入 れること
ができます。

▶

ウォッシャー
ノズル

再加熱でき、最大約15 分で再使用が可能になります。

充電ポートカバーが充電ポートや接続部を覆い隠し、視覚的な安心感をご提供します。
操作もカンタンで、一度ロックしてしまえば、充電ポートリッドオープナー以外での解錠はできないため、充電中にクルマから離れる場合のいたずら防止効果も期待できます。

30,352 円（消費税込本体価格）

注）充電ポートカバーは、メーカーオプションの 3kW 普通充電用の充電ケーブル（コントロールボックス付、200V 7.5m 用）およびディーラーオプションでご用意している充電ケーブルにのみご使用いただけます。

44 ウォッシャーヒーター
―

◎

○

※

△

18 充電ケーブル（コントロールボックス付）

※

※フロントガラスならびにウォッシャーノズル付近に積雪がある場合は、
あらかじめ雪を除去する必要があります。
（本商品では雪と氷を完全に溶かすことはできません）。

霜を簡単に除去でき、寒い時期の出発の時間を短縮できる便利アイテム。

59,180 円（取付費・消費税込）
66,220 円（取付費・消費税込）

○インテリジェントアラウンドビューモニター無車用
〇インテリジェントアラウンドビューモニター付車用

19 充電ケーブルホルダー

ニーズにあわせて充電ケーブルを3 種ご用意しました。

● EVシステム始動中にウォッシャー液を本体内のユニットで約 50 ℃まで加熱し、保温容器により温度低下を抑制し、EVシステム停止後 12 時間程度（ -10 ℃の場合）、温水効果を発揮します。●前回 EVシステム停止後から12 時間以上経過した場合（ -10 ℃の場合）は、温水効果による霜除去性能が発揮できません。この場合、EVシステム
を始動し、ウォッシャー液を加熱してからご使用ください（なお、周辺温度が -10 ℃以下の場合はウォッシャー液の温度低下が早まります）。加熱時間は容器内ウォッシャー液の水温により異なりますが、最大 15 分程度（ -10 ℃の場合）で約 50 ℃となります。●噴射開始時はホース内に残った冷えたウォッシャー液が噴射されるため、
温水による霜除去性能は発揮しません。●ウォッシャー液を連続で約 10 秒程度噴射した場合、容器内で加熱されたウォッシャー液がなくなります。再加熱が必要な場合は、
ウォッシャー液の噴射を止め、加熱時間を確保してください。●容器内の液体の加熱上限温度を約 50 ℃とすることで、ウォッシャー液の不凍成分であるアルコールの
揮発を防止します。●専用スイッチ OFF で加熱機能を停止します（ウォッシャー液の噴射はできます）。●霜除去までのウォッシャー液の噴射量（回数）は、天候（気温、湿度、風、放射冷却など）や車両状態（駐車環境、前日走行時間）により異なります。●ご使用される地域の気温に適合したウォッシャー液を使用してください。
ご使用される地域の気温に適合したウォッシャー液を使用しない場合、温水による霜除去性能を発揮できない場合やノズルやホースの凍結、あるいは運転中の再凍結が起きる可能性があります。●フロントガラスに傷がある場合は、温めたウォッシャー液を使用しないでください。ガラスが割れる恐れがあります。●雪、氷は除去
できません。●フロントガラス表面で再凍結した氷は、除去できません。●初めてウォッシャー液を噴射する時は、ウォッシャータンク内のウォッシャー液が少ない場合がありますので、ウォッシャータンク内のウォッシャー液の量を確認してから使用してください。

○ 15m 、200V 用

74,800 円（消費税込本体価格）

○ 3m 、200V 用

67,000 円（消費税込本体価格）

○ 7.5m 、100V 用

58,960 円（消費税込本体価格）

コントロールボックスの重みで、充電ケーブルが電源
ソケットから抜け落ちないよう、コントロールボッ
クスを固定・収納するために重宝します。

16,553 円（消費税込本体価格）

〈Photo〉7.5ｍ、100V用

先進的でスタイリッシュな「シーケンシャルドアミラーウインカー」

内側から外側へ流れるように光るランプが、視認性をアップ。
（点灯イメージ）

注 1 ）充電ケーブルホルダーの設置は電設工事とあわせて実施することを推奨いたします。
注 2 ）外壁等の仕様により設置ができない場合もあります。
注 3 ）外壁等への設置に必要なビス類は含まれておりません。ホームセンターなどで別途ご購入をお願いします。

100V用、200V用ともEV・PHEV充電用屋外コンセントにのみ対応し、
専用配線を用いた電源回路が必要になります。
注 1 ）日産リーフの普通充電用ケーブルは、
メーカーオプション設定の充電ケーブル 200V 7.5m の長さの違い、または対応電圧違いです。100V では充電時間が長くかかりますので、200V での充電
をおすすめいたします。注 2 ）
ご自宅での日産リーフの充電のために、100V 、200Vとも、日産推奨の電源回路ガイドラインに基づいた工事を行ってください。
ガイドラインに基づいた電源回路を使わない場合、配線の異常過熱、ブレーカーによる電気回路の遮断、他の電気機器への悪影響が発生する場合がありま
す。ガイドラインについて、詳しくはカーライフアドバイザーにご確認いただくか、日産自動車のホームページをご参照ください。

〈使い方〉
リールからケーブルを引き出す

〈消灯時〉

〈経過中〉

リールをロックして、スマートに充電

▶

〈点灯時〉

充電終了後、リールのロックを解除

▶

リール上部に充電ガンを掛ける

▶

45 シーケンシャルドアミラーウインカー
[ケーブルをほどく手間が省けます]
ケーブルを必要な長さまで引き出します。
ワイヤーの長さ最大2.5m。

流れるようなウインカーランプと側面方向指示器の点灯モードを、車両標準のウインカーの点灯モードに
同期させることで法規に対応。

39,800 円（取付費・消費税込）

[ケーブルが汚れる心配がありません ]
ケーブルを引き延ばして止めると、
リール
がロック。地面にケーブルがつきにくい
ので、汚れる心配もありません。

[ケーブルを片付ける手間が省けます]
ケーブルを少し引くと、リールのロック
が解除されてワイヤーとともに自動で
巻き取られます。

[ケーブルをすっきりまとめられます]
リール上部には溝を設けており、
ケーブル
をすっきりまとめられ、充電ガンの落下も
防ぎます。

20 充電ケーブルリール
充電ケーブルに通したリール付のワイヤーで、ケーブルを使いやすい長さに伸縮できます。必要な長さだけ引き出せるので、ケーブルが地面につきにくく、汚れる心配もありません。また、自動巻き取り式なので、ケーブルをほどいたり、巻く手間がなく
なり、充電がスムースに行えます。

※充電ケーブルホルダーおよびケーブルは付属しておりません。

16,500 円（消費税込本体価格）
注 1 ）外壁等の仕様により設置ができない場合もあります。
注 2 ）充電ケーブルリールの設置は電設工事とあわせて実施することを推奨いたします。設置の工事費は含んでおりません。取付には日産純正の充電ケーブルを使用しますので、メーカーオプションまたはディーラーオプションにてご購入ください。
充電ケーブルを車載でも使用される場合には別途お求めください。既販車にもご使用になれます（既に電設工事実施済みの場合は、別途設置のための工事費用が必要となります）。
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OPTIONAL PARTS for NISSAN LEAF

SECURITY

ドライブの楽しさと安心をサポート。

大切な愛車をしっかりと見守る充実のセキュリティパック。

ドライブレコーダー /リバース連動下向きドアミラー /ホイ−ルロックセット/ ナンバープレートロック

セキュリティ/ セーフティ

〇スマートフォンアプリでのリアルタイム映像表示例

盗 難 抑 止 から、駐 車 時・降 車 時まで 。プレミアムな「 安 心 」をプラスします 。

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。

28 セキュリティ& セーフティパック エントリー

1 〜2

○

○

リヤ用

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。

39,234 円（取付費・消費税込）注1）、注3）

※フロントカメラ位置は運転席側フロントガラス上部、
リヤカメラ位置はリヤバンパー中央部となります。

セーフティイルミネーション＊2

1

○

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

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。

〇リヤカメラカバー

各色

220 円（取付費・消費税込）

取り付け例〈フロント〉

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。

〈通常時〉

〈リバース時〉

5
○

お知らせリモコン

59,566 円（取付費・消費税込）注1）、注3）、注4）

前方撮影はもちろん、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。

84,937 円（取付費・消費税込）

傾 斜センサ ー
※写真は当該車両とは
異なります。

1 〜3

○

27 セキュリティ& セーフティパック スタンダード

フロント用

4
○

76,937 円（取付費・消費税込）注1）、注2）、注3）
○

ドライブレコーダー
の動画はこちらから

1 〜6

○

26 セキュリティ& セーフティパック プレミアム

○

写真は当該車両とは異なります。

取り付け例〈リヤ〉

3
○

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。
＊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。

超 音 波センサ ー
※写真は当該車両
とは異なります。

22 リバース連動下向きドアミラー（助手席側）

カーアラーム

2
○

ドアこじ開け

リバース時、助手席側のミラーが自動的に下向きになり、後退時の視界を確保します。

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。

セキュリティインジケーター＊1

6 バッテリー 内 蔵 サイレン
○

＊

サイレン
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。

20,743 円（取付費・消費税込）
注）助手席側のみの設定となります。本製品は仕様上、ご使用の状況によっては鏡面が元に戻らない場合があります。また、長期間の使用においては鏡面が元に戻らない量が大きくな
ることがあります。その際には、車両のミラーコントロールスイッチでの鏡面位置の修正が必要となります。
※写真は当該車両とは異なります。

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。

〈セキュリティラベル〉

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。

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。

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。

23 ホイ−ルロックセット（専用ポーチ付）
キー付ナットが大切なホイールを盗難から守ります。
○アルミホイール用セット 袋ナット
注）標準装備以外のアルミホイールに対して使用される場合は袋ナットタイプをお選びください。

■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。

10,340 円（取付費・消費税込）

29 カーアラーム

30 セーフティイルミネーション

注 5 ）、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。

注7）

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。

31,283 円（取付費・消費税込）
ドアこじ開け

セキュリティインジケーター＊1

21,802 円（取付費・消費税込）

サイレン

24 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）
お気に入りのナンバープレートを盗難から守ります。

※写真は当該車両とは異なります。

5,280 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。

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。

〈セキュリティラベル〉

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。
＊1 セキュリティ&セーフティパック プレミアム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。

車両ホーンの配線が切断
された場合でも警報します。

取り付け例〈フロント〉

取り付け例〈リヤ〉

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。
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 ）車両標準でドアロック連動自動格納機能（ドアミラー自動格納装置）を装備していますので、本商品のドアミラー自動格納装置は作動しません。
注4 ）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5) 単品の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。
注 6 ）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 7 ）点灯は運転席側ドアの開閉に連動します。
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DRIVING SUPPORT / BASIC / OTHERS

より便利に、より安心に。充実したカーライフをサポートするアイテム。
ドライビングサポート/ ベーシックアイテム/ その他

NISMO

NISMOフロアマット

プラスチックバイザー

（ブラック、
「NISMO」エンブレム付：1台分）

〈収納時〉

（「NISMO」エンブレム付：1台分）

○標準車用 / 寒冷地仕様車用

23,540

円
（取付費・消費税込）

38,500

各
円
（消費税込本体価格）

〈標準車用〉

36 電動格納式ネオンコントロール

○スモークフィルム：スマートルームミラー無車用 /スマートルームミラー付車用

○本体＋昇降スイッチ付：インテリジェント
アラウンドビューモニター付車用/無車用

53,136 円 / 46,096 円（取付費・消費税込）

○本体キット：インテリジェント アラウンド
ビューモニター付車用/無車用

49,176 円 / 42,136 円（取付費・消費税込）

各

44,770 円（取付費・消費税込）

※貼付場所は、
リヤドアガラス（左/ 右）、サイドウインドウガラス（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。

（「 NISMO 」エンブレム付、
ブラッククロームメッキ）

国土交通省新基準対応品です。

50,300 円（消費税込本体価格）

○フロント用 /リヤ用

5,720

NISMO BASIC

斬新なデザインが目を惹くアルミホイール。
伸びやかな印象のスポークが、存在感を引き立てます。
○ 16×6.5J 、インセット40

製造時に発生するCO 2 の排出量削減や環境負荷の低減のため
に、植物由来成分素材を使用しています。

優しい手触りと清潔感あふれる上品なレースタイプ。
シートへの汚れの付着を軽減します。

○標準車用/寒冷地仕様車用：1台分

○運転席・助手席 SRS サイドエアバッグシステム付車用

各

30,352 円（消費税込本体価格）

119,680円（取付費・消費税込）

NISMOフロアマット＋NISMOプラスチックバイザー
＋NISMOナンバープレートリムセット＋NISMOナンバープレートロックの4点セット

NISMOセキュリティ

○標準車用 / 寒冷地仕様車用
各

ホイールロック

79,530円（取付費・消費税込）

標準装着タイヤへの組付時

122,320 円（取付費・消費税込）

144,320 円（取付費・消費税込）

標準装着タイヤ以外への組付時

標準装着タイヤ以外への組付時

115,280 円（取付費・消費税込）

各

ニ ス モ ベ ーシック

○ 17×7J 、インセット45

標準装着タイヤへの組付時

○標準車用 / 寒冷地仕様車用

ニスモらしさを演出するアイテムをパッケージにしてご用意しました。

（ 5 本ツインスポーク、ガングレーメタリック）

39 シート半カバー（レース生地）

注）
本商品は、
「 3 年間 6 万 km 保証」の対 象 外と
なります。詳しくはカーライフアドバイザーに
（取付費・消費税込）
お問い合わせ合わせください。

40,150円

N I S M O B A S I C P L U S ニ ス モ ベ ーシックプラス
ニスモベーシックにホイールを盗難から守るセキュリティアイテムを追加設定しました。

40 エスティーロアルミホイール

38 フロアカーペット（バイオPT T繊維使用、ブラック）

15,400

6,050

円
（消費税込本体価格）

各
円
（消費税込本体価格）

注）洗車機使用の際にはキースイッチを OFF にし、ポールが格納されたことを確認した後、行ってください。ポールの長さ：約 400mm 。昇降
スイッチは電動格納式ネオンコントロールのオートモード（キースイッチの ON 、OFF に連動し、上昇、下降）をキャンセルするスイッチです。

〈生地拡大〉

（「 NISMO 」ロゴプリント入り）
NISMOロゴ入り、ブラック、
ラグナット16個・セキュリティロック
円（消費税込本体価格）
ナット4個セット
（専用ソケット付）

（ロックボルト3本(キー付)、
「NISMO」ロゴステッカー3枚付）

3,960 円（取付費・消費税込）

○昇降スイッチ

NISMOセキュリティ
NISMO サンシェード
ホイールロック

ナンバープレートロック

ナンバープレートリム

3歳頃から12歳頃までのお子さまに対応。

43,395 円（取付費・消費税込）

NISMO

NISMO

（ハイバックタイプ）

パワースイッチのON・OFFに連動して上昇・下降するフルオートタイプ。見えにくい左前方の障害物との距離が
つかみやすくなります。先端がブルーに発光します。

〈リヤ〉

〈NISMOロゴ〉

37 ジュニアセーフティシート

赤外線（ IR ）を大幅にカットし、室温上昇や肌のジリジリ感を抑制。紫外線（ UV ）99%カット
により日焼けの予防などに効果があります。

NISMO キッキングプレート

（LED・白色発光、
フロント
「NISMO」ロゴ付）

〈運転席から見た状態〉

35 UV&IRカットフィルム

〈フロント〉

137,280 円（取付費・消費税込）

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､袋ナットタイプをお選びください。標準装着タイヤと標準装着タイヤ以外に組付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。

41 フード デカール（ブラック）
2トーンルーフとマッチした
ブラックのデカールによる精悍なイメージと
スポーティ感を強調するデザインにより、
リーフの存在感を際立たせます。

59,074円（取付費・消費税込）

11,713 円（取付費・消費税込）

グッドプラス保証
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。

新車登録時
加入

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※3

メーカー
一般保証

（10,800円）

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）

（消費税込）

3 回目車検時（7 年目）

加入 2 回目車検時

グッドプラスⅠ

グッドプラスⅡフルパックは、
リチウムイオンバッテリーなど、電気自動車特有の
特別保証部品＊も保証します。

例えば・・・

ナビ・インテリジェント
グッドプラスⅡ
フルパック
〈一般＋特別〉
（46,500円）

ルームミラー・ドライブ
レコーダー※2 などの
修理代が無料！

〈グッドプラスⅠ保証対象部品〉
一般保証部品

電気自動車特有の特別保証部位＊。
＊リチウムイオンバッテリー容量保証は含まれません。

インバーター
充電ケーブル

モーター
充電ポート
減速機

＊リチウムイオン
バッテリー

VCM（ビークル
コントロールモジュール）

※ 1 グッドプラスⅡは、グッドプラスⅠにご加入をいただいたおクルマのみご加入をいただける商品です。※ 2 日産自動車または、対象車両の製造メーカー指定のディーラー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。※ 3 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

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。

●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。※

PDM（パワー
デリバリーモジュール）

〈グッドプラスⅡ
（フルパック）
保証対象部品〉
一般保証部品に加え、走る・曲がる・止まるに関わる
駆動系部品

新車のような光沢が 5 年間持続

電気自動車特有の特別保証部位

カーナビ・エアコンなどを代表とする電装系部品

一般＋特別保証部品

42 5YEARS COAT Premium ★

写真は当該車両とは異なります。
※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。注3）本
商品はオートバックス取扱商品の洗車セットとは両立いたしません。

121,000円（取付費・消費税込）
●各機能・特性をさらに高いレベルで実現させた
5YEARS COAT Excellent 231,000 円（取付費・
消費税込）、スタンダードタイプの 5YEARS COAT
71,500 円（取付費・消費税込）もご用意しております。

★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 42 の商品は、PIT WORK 取扱いの商品です。

〈折りたたみ時〉

LEAF サンシェード

車載用防災キット
○ 1 人用

7,700 円（消費税込本体価格）

●内容品明細 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
トイレキット
（小専用）、大判ポケットティッシュ、
チョ、
トイレキット
（大小兼用）
×2、
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

9,981 円（消費税込本体価格）
〈仕様〉本体寸法：約 W134cm×H91cm 、
収納寸法：約 W35cm×H36cm 、
素材：ポリエステルタフタ、ワイヤー：金属バネ
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RECOMMEND ITEMS PACKAGE

さらに個性的に、さらに便利に。厳選アイテムを組み合わせたおすすめパッケージ。
e-スタイリングパッケージ

ベーシックパックプラス

日産 EV をシンボリックに主張するキーカラーを効果的に配したエクステリアパーツが、日産リーフのスタイリッシュさとオーナーの個性を際立たせます。

新車ご購入時の必須アイテムを、
ドライブレコーダーとのセットでお求めいただけます。

フロント用
フロントアクセント

LEDフォグランプ

サイドアクセント

プラスチックバイザー

フロントアクセント＋
サイドアクセントの2点セット

LEDフォグランプ＋フロントアクセント＋
サイドアクセントの 3 点セット

○ハロゲンフォグランプ付車用

通常合計価格 84,297 円 のところ

○インテリジェント アラウンドビューモニター付、ハロゲンフォグランプ無車用

○インテリジェント アラウンドビューモニター無、ハロゲンフォグランプ無車用

76,185 円（取付費・消費税込）

通常合計価格 167,582 円 のところ

通常合計価格 154,536 円 のところ

147,596 円（取付費・消費税込）

通常合計価格 160,542 円 のところ

140,556 円（取付費・消費税込）

デュアルカーペット

ナンバープレートリムセット
（クロームメッキ）
＋
ナンバープレートロック

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-S ）

プラスチックバイザー＋ナンバープレートリムセット（クロームメッキ）＋Nissanブランドロゴステッカー付ナンバープレートロック＋
デュアルカーペット＋日産オリジナルドライブレコーダー（フロント＋リヤ）
（DH5-S）の5点セット

140,556 円（取付費・消費税込）
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。

○標準車用

148,182 円（取付費・消費税込）

○寒冷地仕様車用

148,182 円（取付費・消費税込）

インテリアパネルパック

EV ベーシックパック

ヒーターコントロール、シフト、
ドアインナーまわりをセットでドレスアップ。個性と品質感で 4 タイプから選べます。

充電ケーブルの脱落を防ぎ収納にも便利なケーブルホルダーとケーブルを必要な長さだけ引き出せる伸縮可能なリール、外出先の充電時に便利なカバーをセットにしました。

ヒーターコントロールフィニッシャー＋シフトフィニッシャー＋
ドアインナーフィニッシャーの3点セット
通常合計価格 60,500 円 のところ
○オークウッド調

○カーボン調（ブルー）

○グレーウォールナット調

○カーボン調

49,800 円（取付費・消費税込）

49,800 円（取付費・消費税込）

オークウッド調
ヒーターコントロールフィニッシャー用＋シフトフィニッシャー用

49,800 円（取付費・消費税込）

49,800 円（取付費・消費税込）

オークウッド調
ドアインナーフィニッシャー用

充電ケーブルホルダー

充電ケーブルリール

充電ポートカバー

ラゲッジパック

容量の大きい日産リーフのラゲッジルームを、もっと便利に使えるアイテムを組み合わせました。荷物の分別積載や、濡れたり汚れたりした荷物の積載に重宝します。

トノカバー＋ラゲッジアンダーボックスの 2 点セット
通常合計価格 58,666 円 のところ

トノカバー

充電ケーブルホルダー＋
充電ケーブルリールの2点セット

33,053 円（消費税込本体価格）

充電ケーブルホルダー＋充電ケーブルリール＋
充電ポートカバーの 3 点セット

63,405 円（消費税込本体価格）

50,722 円（消費税込本体価格）

ラゲッジアンダーボックス
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〈オプショナルパーツ一覧表〉
仕様

e-スタイリングパッケージ2点セット
（フロントアクセント＋サイドアクセント）
e-スタイリングパッケージ3点セット
（LEDフォグランプ＋フロントアクセント＋
サイドアクセント）
（注1）

適用車種

G、X Vセレクション、X
X Vセレクション・Xのインテリジェントアラウンドビューモニター無車

140,556

EBX18

インテリジェントアラウンドビューモニター付、
ハロゲンフォグランプ無車用
（注2）

X Vセレクション・Xのインテリジェントアラウンドビューモニター付車

147,596

EBX19

G

140,556

EBX1A

ハロゲンフォグランプ付車用
（注3）

全車

ベーシックパックプラス（プラスチックバイザー＋
標準車用
ナンバープレートリムセット（クロームメッキ）
＋
Nissanブランドロゴステッカー付ナンバープレート
ロック＋デュアルカーペット＋ドライブレコーダー
寒冷地仕様車用
（フロント＋リヤ）
（DH5-S））
（注9）
（注10）
（注11）
グレーウォールナット調
カーボン調（ブルー）

全車

空調

e＋ G、G、e＋ X、X Vセレクション、X

EBX80
EBX81
EBX82
EBX83

各49,800

7,315

追加用リモコン
（注33）
ウインターブレード
（＊）

リモートキー
フロント用、運転席側：625mm、助手席側：380mm
リヤ用、340mm
フロントウィンドウ撥水処理

ウィンドウ撥水 12ヶ月
（＊）
（注34）
（注35）

フロント＋フロントドアガラス撥水処理
リヤドアガラス撥水処理

超撥水ウインターブレード
（＊）

フロント用、運転席側：625mm、助手席側：380mm

EBC0D

インテリジェントアラウンドビューモニター付、
ハロゲンフォグランプ無車用
（注2）

e＋ X・X Vセレクション・Xのインテリジェントアラウンドビューモニター付車

83,285

EBC0E

フード デカール

ブラック

e＋ G、G

70,239

EBC04

ハーフボディカバー
（注39）
（注40）

ラディクール、Mサイズ

e＋ X・X Vセレクション・Xのインテリジェントアラウンドビューモニター無車

40,096

EBC0F

標準装着タイヤ以外への組付時

標準装着タイヤへの組付時
ガングレーメタリック
（注14） 標準装着タイヤ以外への組付時

足まわり

17×7J、インセット45
（注14）

e＋ AUTECH、AUTECH、e＋ G、G、X Vセレクション、e＋ X・Xの17インチアルミホイール装着車

標準装着タイヤへの組付時

e＋ X・Xの16インチホイール装着車

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

205/55R16用
215/50R17用
205/55R16、215/50R17用

ジャッキ

ハロゲンフォグランプ付車用
（注2）
インテリジェントアラウンドビューモニター無、
ハロゲンフォグランプ無車用
インテリジェントアラウンドビューモニター付、
ハロゲンフォグランプ無車用
（注2）

全車

e＋ X・Xの16インチホイール装着車
e＋ AUTECH、AUTECH、e＋ G、G、X Vセレクション、e＋ X・Xの17インチアルミホイール装着車
e＋ AUTECH、AUTECH、e＋ G、G、e＋ X、X Vセレクション、X

e＋ X・X Vセレクション・Xのインテリジェントアラウンドビューモニター付車

マジカルイルミネーション
電

カップホルダーイルミネーション

装

ライセンスランプ用
ルームランプ用

全車

マップランプ用
シーケンシャルドアミラーウインカー
インテリジェントアラウンドビューモニター付車

インテリジェントアラウンドビュー 本体キット
モニター無車用（注21）
本体＋昇降スイッチ
（注22）
インテリジェントアラウンドビュー 本体キット
モニター付車用（注2）
（注21）
本体＋昇降スイッチ
（注22）

e＋ G・G・e＋ X・X Vセレクション・Xのインテリジェントアラウンドビューモニター無車
e＋ G・G・e＋ X・X Vセレクション・Xのインテリジェントアラウンドビューモニター付車

EBC0G
EBDC5
EBDH0
EBDS6
EBDSB
EBDSC
EBDT0
EBDY0
EBDY1
EBE03
EBE07
EBE05
EBE08

76,937

EBE94

74,800
67,000
58,960
16,553
16,500
31,283
21,802

EBEEC
EBEED
EBEEB
EBEE8
EBEE4
EBEG2
EBEW0

20,743

EBEX1

8,360
14,069
2,970
8,360
11,935
3,575
5,390
15,620
4,070

EBFM2
EBF1A
EBF1B
EBF60
EBF61
EBF62
EBF63
EBF8A
EBF8B
EBH0E
EBH0F
EBH0L
EBH0V
EBH0X
EBH0Y
EBH0Z
EBH11
EBH12
EBH13
EBH14
EBH15
EBH16

e＋ G、G、e＋ X、X Vセレクション、X
e＋ AUTECH、AUTECH、e＋ G、G、e＋ X、X Vセレクション、X

#NBF：ガーネットレッド（CP）
#XEX：ステルスグレー（P）
×スーパーブラック 2トーン

e＋ G、G、e＋ X、X Vセレクション、X

#XEH：ビビッドブルー（M）
×スーパーブラック 2トーン

マッドガード
（注36）

プラスチックバイザー

#XBT：ガーネットレッド（CP）
×スーパーブラック 2トーン
#XDQ：バーガンディー（PM）
×スーパーブラック 2トーン
#XJV：暁-アカツキ-サンライズカッパー（2M）
×スーパーブラック 2トーン
#GAT：ミッドナイトブラック（P）
#QAC：ピュアホワイトパール（3P）
#XAB：ピュアホワイトパール（3P）
×スーバーブラック 2トーン
#XGQ：オペラモーブ（M）
×スーバーブラック 2トーン
#XKC：ピュアホワイトパール（3P）
×
オーロラフレアブルーパール
（P）2トーン
#XKD：ミッドナイトブラック（P）
×ダークメタルグレー
（M）2トーン
#XGN：オーロラフレアブルーパール（P）
×スーパーブラック 2トーン
アクリル製

ゼロエミッションステッカー
（注38）

文字の輪郭色：グレイ

各25,353

チャージリッドカバー、収納袋付
ラディクール、
タイプC

デュアルカーペット

1台分（リム2枚、

ロゴなしロックボルト3本：キー付）

Nissanブランドロゴステッカー付、ロックボルト3本：キー付

バイオPTT繊維使用、
ブラック

シート半カバー

レース生地
スモークフィルム

標準車用
寒冷地仕様車用
標準車用
寒冷地仕様車用
運転席・助手席SRSサイドエアバッグ
システム付車用
スマートルームミラー無車用

59,074
31,900
30,352
9,900
各2,200

リヤ用
（注9）
（注10）

ロゴなしロックボルト3本：キー付

フロアカーペット

UV&IRカットフィルム（注41）

全車

フロント用
（注9）

フロアカーペット
『消臭機能付』
ブラック+ラバーマット

19,140
32,899
51,398
各22,330

サンシェード
（注40）

ナンバープレートロック
（注9）

e＋ AUTECH、AUTECH

文字の輪郭色：シルバー

クロームメッキ

EBH17

e＋ G、G、e＋ X、X Vセレクション、X

シルバー

ナンバープレートリム

各25,793

e＋ AUTECH、AUTECH、e＋ G、G、e＋ X、X Vセレクション、X

ブルー

充電ポートカバー
（注6）

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9）
（注10）

e＋ G、G、e＋ X、X Vセレクション、X

全車

サイドアクセント
ボディサイドステッカー
（注37）

e＋ AUTECH、AUTECH、e＋ G、G、e＋ X、X Vセレクション、X

G、X Vセレクション、X
e＋ G、G、e＋ X、X Vセレクション、X

フロントアクセント

装

インテリジェントアラウンドビューモニター無車

インテリジェントアラウンドビューモニター付車用
（注2）

47,136
40,537
21,758
8,360
4,620
7,480
39,800
59,180
66,220
42,136
46,096
49,176
53,136

#RAY：オーロラフレアブルーパール（P）

内

インテリジェントアラウンドビューモニター無車用

各20,240

#KAD：ダークメタルグレー（M）

装

アルミホイール用セット、袋ナット、専用ポーチ付
（注16）

e＋ AUTECH、AUTECH、e＋ X、X
NISMO
e＋ G、G、X Vセレクション

リヤ用、340mm

#K23：ブリリアントシルバー（M）

外

スノータイヤ用、18×7J

e＋ AUTECH、AUTECH、e＋ G、G、X Vセレクション、e＋ X・Xの17インチアルミホイール装着車

全車

バックガラス撥水処理

EB2U8

76,245

標準装着タイヤ以外への組付時

e＋ X・Xの16インチホイール装着車

269,280
284,680
118,360
111,320
140,360
133,320
118,360
111,320
122,320
115,280
140,360
133,320
144,320
137,280
201,080
327,800
230,120
5,500
10,340

セーフティイルミネーション
（注31）
リバース連動下向きドアミラー
（助手席側）
（注32）

e＋ X・X Vセレクション・Xのインテリジェントアラウンドビューモニター無車

標準装着タイヤへの組付時

アルミホイール用、袋ナット

電動格納式ネオンコントロール

7.5m、100V用

インテリジェントアラウンドビューモニター無、
ハロゲンフォグランプ無車用

標準装着タイヤ以外への組付時

ホイールロックセット

ウォッシャーヒーター
（注20）

3m、200V用

コントロールボックス付

全車

17×7J、インセット45
（注14）

標準装着タイヤへの組付時

ホイールナット
（注15）

LEDバルブ（注3）

充電ケーブル
（注28）
（注29）

14,300
7,777

16×6.5J、インセット40
（注14）

スノータイヤ用、17×6.5J

フォグランプ
（注19）

カーアラーム
（注30）

EBXB3

e＋ X・Xの16インチホイール装着車
e＋ AUTECH、AUTECH、e＋ G、G、X Vセレクション、e＋ X・Xの17インチアルミホイール装着車

スノータイヤ用、16×6.5J

LEDフォグランプ（注1）

e＋ G、G、e＋ X、X Vセレクション、X

15m、200V用

EBA10
EBA11
EBA1E
EBA1G
EBA1F
EBA1H
EBA1J
EBA1N
EBA1K
EBA1P
EBA1L
EBA1R
EBA1M
EBA1S
EBA50
EBA51
EBA52
EBB61
ZZB5F
EBBB0
EBBB1
EBBE0
EBCB1

16×6.5J、インセット40
17×6.5J、インセット45

標準装着タイヤへの組付時
ガングレーメタリック
（注14） 標準装着タイヤ以外への組付時

オートソック
（注17）
（注18）

EBE74

EBX31

寒冷地仕様車

全車

17×7J、インセット45

合金鋼チェーンスペシャル（注17）

59,566

50,722

カーボン調

16×6.5J、インセット40

アルミホイ−ル（注13）

セキュリティ&セーフティパック
スタンダード
（注24）
（注25）
（注26）

充電ケーブルホルダー
（注4）

オークウッド調

16×6.5J、インセット40
（注14）
アルミホイール5本ツインスポーク
（エスティーロ）
（注13）

EBE84

EBXA0

各148,182

クリーンフィルタープレミアム
（＊）
（注12） 「最上級」

アルミホイール10本スポーク
（エスティーロ）
（注13）

EBE09

63,405

EBXB2

カーライフ
商品コード

3,960

EBX90

寒冷地仕様無車

取付費・消費税込または
消費税込本体価格（円）

39,234

昇降スイッチ
（注22）
（注23）

充電ケーブルリール
（注5）

ラゲッジパック
（トノカバー＋ラゲッジアンダーボックス）
（注7）
（注8）

アルミホイールBBS製ダーククローム
カラーコート
（注13）

適用車種

セキュリティ&セーフティパック
エントリー
（注24）
（注25）

33,053

装

パッ ケ ー ジ

EVベーシックパック3点セット
（充電ポートカバー＋充電ケーブルホルダー
＋充電ケーブルリール）
（注4）
（注5）
（注6）

仕様

セキュリティ&セーフティパック
プレミアム
（注24）
（注25）
（注27）
電

（充電ケーブルホルダー＋
充電ケーブルリール）
（注4）
（注5）

商品名

電動格納式ネオンコントロール

EBX01

インテリジェントアラウンドビューモニター無、
ハロゲンフォグランプ無車用

EVベーシックパック2点セット

インテリアパネルパック
（ヒーターコントロールフィニッシャー＋
シフトフィニッシャー＋ドアインナー
フィニッシャー右/左）

76,185

カーライフ
商品コード

部位

部位

商品名

取付費・消費税込または
消費税込本体価格（円）

寒冷地仕様無車
寒冷地仕様車
寒冷地仕様無車
寒冷地仕様車

e＋ G、G、e＋ X、X Vセレクション、X
NISMO・e＋ AUTECH・AUTECH・e＋ X・Xのインテリジェント
アラウンドビューモニター＋インテリジェントルームミラー無車

EBH18
EBH19
EBHH1
EBJE1
EBJH1
EBM50
EBM51
EBM5A
EBM5B
EBM5C
EBN00
EBN50
EBNM0
EBNP4
EBNP5

7,700

EBNP6

3,300
5,280

ZZL6E
ZZL6K

各34,426

EBR02
EBR03

各30,352

EBR22
EBR23

11,713

EBS02

44,770

EBTT3

16 17
●

OPTIONAL PARTS for NISSAN LEAF
UV&IRカットフィルム（注41）

仕様

スモークフィルム

スマートルームミラー付車用

適用車種

NISMO・e＋ AUTECH・AUTECH・e＋ X・Xのインテリジェントアラウンドビューモニター＋
インテリジェントルームミラー付車、e＋ G、G、X Vセレクション

44,770

全車

53,000
99,000
93,500
80,876
50,300
34,676
20,166
38,500
15,400

チャイルドセーフティシート
（注42）
（注43） インナークッション付

ISO FIX対応チャイルドセーフティシート
（注44）
（注45）

テザーベルトタイプ

インナークッション付
（注46）
インナークッション無

ISO FIX対応ベビーシート（注45）
（注47） テザーベルトタイプ
LED・白色発光
ブラック

トノカバー（注7）

装

ハイバックタイプ

キッキングプレート
（注49）
内

ジュニアセーフティシート
（注48）

ラゲッジアンダーボックス
（注8）

天板前後2分割付き

ラゲッジトレイ

ウォッシャブル仕様
グレーウォールナット調

ドアインナー
フィニッシャー右/左

グレーウォールナット調

インテリアパネル

カーボン調（ブルー）

e＋ G、G、e＋ X、X Vセレクション、X

2,200
22,000
49,500
3,520
2,530
5,500
3,300
12,676
71,500
121,000
231,000
15,180
19,580
12,100
8,470
18,150
14,520
3,630
4,400
9,981
7,700
14,299

EBRZ0

46,921

EB7FH

84,937

EB7FJ

各33,000

カーボン調
オークウッド調
カーボン調（ブルー）

全車

各27,500

カーボン調
汎

照明付灰皿

用

毛ばたき

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

品

オーストリッチ、
グレー

三角表示板

停止表示板

レスキューマンⅢ
（注50）

カッター＋ハンマー

ホイールコート
（＊）
（注34）

ホイール4本処理

タイヤコート
（＊）
（注34）

タイヤ4本処理

全車

室内防臭 ロングタイプ
（＊）
（注34）

システム商品

5YEARS COAT（＊）
（注34）
5YEARS COAT Premium（＊）
（注34）
5YEARS COAT Excellent（＊）
（注34）

セキュリティシステムオートキーパー
（＊）
（注34）
ボディ床下コート クリア
（＊）
（注34）

4面施工見舞金なし
6面施工見舞金なし

全車

床下全面処理
足まわり部品処理
床下全面処理

ボディ床下コート ブラック
（＊）
（注34）

足まわり部品処理

車検証ケース
（注51）

グレー、
ウルトラスエード

ホイールハウス処理
（4箇所）
グッズ

LEAF サンシェード（注51）
車載用防災キット
（注51）
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51）
ドライブレコーダー
（フロント）
（DH5-S）
（注52）

素材：ポリエステルタフタ、
ワイヤー：金属バネ

1人用

全車

ドライブレコーダー
（フロント＋リヤ）
（DH5-S）
（注11）
（注52）

ドライブレコーダー（リヤカメラカバー）
（注11）

#K23：ブリリアントシルバー（M）、
#K23：ブリリアント
×
#XBF：ブリリアントシルバー（M）
シルバー
（M）
スーパーブラック 2トーン
#NBQ：バーガン
#XDQ：バーガンディー（PM）
×
ディー（PM）
スーパーブラック 2トーン
#NBF：ガーネットレッド（CP）、#XBT：
#NBF：ガーネット
ガーネット レッド
（CP）
×スーパー
レッド（CP）
ブラック 2トーン
#RAY：オーロラフレアブルーパール（P）、
#RAY：オーロラフレア
×
#XGN：オーロラフレアブルーパール（P）
ブルーパール（P）
スーパーブラック 2トーン
#KBY：ステルス
#XEX：ステルスグレー（P）
×
グレー（P）
スーパーブラック 2トーン
#XEH：ビビッドブルー（M）
#RCA：ビビッド
×
ブルー（M）
スーパーブラック 2トーン
#CBC：暁-アカツキ#XJV：暁-アカツキ-サンライズカッパー
サンライズカッパー（2M）（2M）
×スーパーブラック 2トーン
#KAD：ダークメタルグレー（M）、
#KAD：ダークメタル
#GAQ：ダークメタルグレー（M）
×
グレー（M）
スーパーブラック 2トーン
#QAC：ピュアホワイトパール（3P）、
×
#XAB：ピュアホワイトパール（3P）
#QAC：ピュア
スーバーブラック 2トーン、
ホワイトパール
（3P）
#XKC：ピュアホワイトパール（3P）
×
オーロラフレアブルーパール
（P）2トーン
#GAT：ミッドナイトブラック（P）、
#GAT：ミッドナイト
×
#XKD：ミッドナイトブラック（P）
ブラック
（P）
ダークメタルグレー
（M）2トーン
#NBZ：オペラモーブ #XGQ：オペラモーブ（M）
×
（M）
スーバーブラック 2トーン

カメラカバー色

A
V
C
N

全車

EBTT2
EBU12
EBU23
EBU24
EBU25
EBU62
EBUP0
EBW81
EBWN0
EBWN1
EBUN0
EBUN1
EBUN2
EBUN3
EBUN8
EBUN9
EBUNA
EBUNB
ZZN42
ZZR43
ZZR23
ZZS05
ZZNB3
ZZV3B
ZZV60
ZZV51
ZZVFB
ZZVG1
ZZVH1
ZZVR0
ZZVR2
ZZVU0
ZZVU2
ZZVUA
ZZVUC
ZZVUE
ZZRYR
EBRX2
ZZRW0

オークウッド調

ヒーターコントロール
フィニッシャー＋
シフトフィニッシャー

カーライフ
商品コード

NISMO、e＋ G、G、e＋ X、X Vセレクション、X

EB7Z0

e＋ G、G、e＋ X、X Vセレクション、X

EB7Z1

全車

EB7Z2

e＋ AUTECH、AUTECH、e＋ G、G、e＋ X、X Vセレクション、X

EB7Z5
EB7Z6

e＋ G、G、e＋ X、X Vセレクション、X

各220

EB7Z7
EB7Z8
EB7Z9

全車

EB7ZA

EB7ZB
e＋ G、G、e＋ X、X Vセレクション、X

EB7ZC

部位

部位

商品名

取付費・消費税込または
消費税込本体価格（円）

商品名

仕様

取付費・消費税込または
消費税込本体価格（円）

適用車種

NISMOプラスチックバイザー

「NISMO」エンブレム付

23,540

NISMOナンバープレートリム

フロント用
（注9）
ブラッククロームメッキ
（「NISMO」エンブレム付） リヤ用
（注9）
（注10）

各5,720

NISMOナンバープレートロック（注9）
NISMOサンシェード

「NISMO」ロゴプリント入

NISMOフロアマット

「NISMO」エンブレム付

NISMOキッキングプレート（注49）
N
I NISMOセキュリティホイールロック
S
M ニスモベーシック
O

（NISMOプラスチックバイザー＋
NISMOナンバープレートリムセット
（ブラッククロームメッキ）
+
NISMOナンバープレートロック＋
NISMOフロアマット）
（注9）
（注10）

NISMO、e＋ G、G、e＋ X、X Vセレクション、X

標準車用
寒冷地仕様車用

NISMO、e＋ G、G、e＋ X、X Vセレクション、Xの寒冷地仕様無車
NISMO、e＋ G、G、e＋ X、X Vセレクション、Xの寒冷地仕様車

LED・白色発光、フロント「NISMO」ロゴ付
NISMOロゴ入、ブラック、ラグナット16個・
セキュリティロックナット4個セット
（専用ソケット付）
標準車用

43,395

EBZA0
EBZV2
EBZV3
EBAZ0
EBZW0
EBAX0
EBAX1
EBAY0

40,150

EBZB0

6,050
15,400

ロックボルト3本：キー付、
「NISMO」ロゴステッカー3枚付

各38,500

NISMO、e＋ G、G、e＋ X、X Vセレクション、X

カーライフ
商品コード

EBZC6

NISMO、e＋ G、G、e＋ X、X Vセレクション、Xの寒冷地仕様無車
各79,530

寒冷地仕様車用

ニスモベーシックプラス
標準車用
（NISMOプラスチックバイザー＋NISMO
ナンバープレートリムセット
（ブラッククローム
メッキ）+NISMOナンバープレートロック＋
NISMOフロアマット＋NISMOセキュリティ 寒冷地仕様車用
ホイールロック）
（注9）
（注10）
（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。点灯時にレンズ面を斜めから見たときレンズが曇っ
たように見える場合がありますが、
これはLEDが鋭い光のために起きる現象であり、
レンズ内の曇りによるものではありません。
（注2）
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付車用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）車両の標準装備品と交換して取り付ける部品です。
（注4）充電ケーブルホルダーの設置は電設工事とあわせて実施することを推奨いたします。外壁等の仕様により設置ができない
場合もあります。外壁等への設置に必要なビス類は含まれておりません。ホームセンターなどで別途ご購入をお願いします。
（注5）外壁等の仕様により設置ができない場合もあります。充電ケーブルリー ルの設置は電設工事とあわせて実施することを推
奨いたします。設置の工事費は含んでおりません。取付には日産純正の充電ケーブルを使用しますので、メーカーオプションまたは
ディーラーオプションにてご購入ください。充電ケ ー ブルを車載でも使用される場合には別途お求めください。既販車にもご使用
になれます（既に電設工事実施済みの場合は、別途設置のための工事費用が必要となります）。
（注 6 ）充電ポートカバーは、メーカーオプションの 3kW 普通充電用の充電ケーブル（コントロールボックス付、200V 7.5m 用）
およびディーラーオプションでご用意している充電ケーブルにのみご使用いただけます。
（注7）
トノカバーの上に荷物等を載せないでください。変形・破損する恐れがあります。
（注8）天板は、BOX本体の溝に差し込むことができます。天板：前後2分割、軽量タイプ。重量：BOX本体約5.1kg、天板：約0.9kg/
枚。耐荷重：70kg。高さ
（BOX本体底面から天板上面の高さ）
：216mm。
（注9）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10）
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11）
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。
（注12）
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。
（注13）
ホイールナットは同梱されておりません。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14）
「標準装着タイヤへの組付時」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組付時」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15）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。
（注16）標準装備以外のアルミホイールに対して使用される場合は、袋ナットタイプをお選びください。
（注17）
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18）お取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。また、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19）車両標準装着のフォグランプと同一仕様品です。
（注20）EVシステムONでウォッシャー液を水温：約50℃まで加温し、保温します。ウォッシャータンクからウォッシャー液を供給し、
加温機能はスィッチでON/OFFでき、OFF時でもウォッシャー液の噴射は可能です。
（注21）洗車機使用の際にはキースイッチをOFFにし、ポールが格納されたことを確認した後、行ってください。ポールの長さ：約400mm。
（注22）昇降スイッチは、電動格納式ネオンコントロールのオートモード
（キースイッチのON、OFFに連動し、上昇、下降）
をキャン
セルするスイッチです。
（注23）すでに電動格納式ネオンコントロールを取り付けた車両に昇降スイッチを後付けする場合にお取りください。
（注24）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。
（注25）車両標準でドアロック連動自動格納機能（ドアミラー自動格納装置）
を装備していますので、本商品のドアミラー自動格納
装置は作動しません。
（注26）
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27）
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28）日産リーフの普通充電用ケーブルは、100V用、200V用ともEV・PHEV充電用屋外コンセントにのみ対応し、専用配線を
用いた電 源 回 路 が 必 要になります。メーカーオプション設定の充電ケーブル 200V 7.5mの長さの違い、または対応電圧違いで
す。100Vでは充電時間が長くかかりますので、200Vでの充電をおすすめいたします。
（注29）
ご自宅での日産リーフの充電のために、100V、200Vとも、日産推奨の電源回路ガイドラインに基づいた工事を行ってく
ださい。ガイドラインに基づいた電源回路を使わない場合、配線の異常過熱、ブレーカーによる電気回路の遮断、他の電気機器へ
の悪影響が発生する場合があります。ガイドラインについて、詳しくはカーライフアドバイザーにご確認いただくか、日産自動車の
ホームページをご参照ください。
（注30）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31）点灯は運転席側ドアの開閉に連動します。
（注32）助手席側のみの設定となります。本製品は仕様上、ご使用の状況によっては鏡面が元に戻らない場合があります。また、長
期間の使用においては鏡面が元に戻らない量が大きくなることがあります。その際には、車両のミラーコントロールスイッチでの
鏡面位置の修正が必要となります。

EBZC7

NISMO、e＋ G、G、e＋ X、X Vセレクション、Xの寒冷地仕様車

EBZC8

NISMO、e＋ G、G、e＋ X、X Vセレクション、Xの寒冷地仕様無車
各119,680

EBZC9

NISMO、e＋ G、G、e＋ X、X Vセレクション、Xの寒冷地仕様車

（注33）本部品にはメカニカルキーは付随しておりません。
（注34）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。
（注35）撥水効果の持続期間は約12ヵ月ですが、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、水玉が飛ぶ速度が若干異なる場合があります。
（注36）マッドガード非装着車に対して、最大フロント約44mm、
リヤ約46mm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。
（注37）ボディカラーとボディサイドステッカーの適用は以下の表の内容となります。
ボディカラー

ボディサイドステッカーの適用

#KAD、#GAT、#QAC、#XKD、#XKC、#XAB、#GAQ、#NBF、
ブルーまたはシルバーいずれでも可
#XEX、#XBT、#XDQ、#XJV、#XGQ
#K23、#XBF
ブルーのみ
#RAY、#XEH、#XGN
シルバーのみ
（注38）本商品を装着する場合は、車両標準装着の"zero emission"エンブレムを取り外す必要があります。ボディカラーとゼ
ロエミッションステッカーの適用は以下の表の内容となります。
ボディカラー

#K23、#QAC、#XKC、#XAB、#XBF、#XGQ車用
#KAD、#GAT、#RAY、#XKD、#GAQ、#NBF、#XEX、
#XBT、#XGN、#XEH、#XDQ、#XJV車用

ゼロエミッションステッカーの適用
文字の輪郭色：グレイ
文字の輪郭色：シルバー

（注39）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40）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41）貼付場所は、
リヤドアガラス
（左/右）、サイドウインドウガラス
（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。紫外線（UV）は約99%カット、赤外線（IR）は約95%カットします。
（注42）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。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43）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44）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45）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り付けた場合に、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46）
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47）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48）適用目安は、体重15kg〜36kg、身長100cm〜150cm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。
（注49）
ドアの開閉に連動し点灯・消灯します。
（注50）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51）数に限りがありますので予めご了承ください。
（注52）●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、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）、Windows10（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。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、
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。
（＊）
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 LEAF
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

取り扱いの商品は日産純正用品ではございません。

日産自動車が提供する商品です。

各 メ ー カ ー の 品 質 基 準 に 適 合 し た 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。
DC/AC インバーター

アルミホイール

車両のバッテリー（DC12V）
から一般家電製品（AC100V）
を

カスタムホイールのパイオニアが

使用可能にする変換機

日産車専用のオリジナル商品を提供

※セルスター工業株式会社の取扱商品です。

※株式会社ウェッズの取扱商品です。

シルバー

●本体寸法：342mm×198mm×82mm ●本体重量：3.55kg ●最大出力：1,500W（定格出力1,200W）
●出力波形：正弦波 ●周波数：50Hz/60Hz（スイッチ切替え） ●ACコンセント数：2
●USB出力（Type A）
：2.4A×2

AC100V出力コンセント×2系統を同時使用に対応、使用する機器の周波数に合わせて50Hz/60Hz
の設定が可能です。
さらに、2.4A USB出力×2系統も同時に使用できます。
DC/ACインバーター（本体＋専用ケーブルキット＋収納バック付き）

ステイヤー
躍動感あるスポークデザインの「ステイヤー」

169,400 円（取付費・消費税込）ZZHA0

（16 インチ）標準装着タイヤへの組付時

モーターやコンプレッサーなどを利用した機器の場合、
動き始めるときに消費電源の5〜10倍の電力（起動電力）
が
発生します。起動電力がインバーターの最大出力に収まるよう、余裕を持って機器を接続してください。
＊ご利用になる機器の起動電力は、それぞれの取扱説明書を参照してください。

（17 インチ）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
標準装着タイヤ以外への組付時
※写真は 17 インチ。

72,600 円（取付費・消費税込）ZZA7J
65,560 円（取付費・消費税込）ZZA7K
80,740 円（取付費・消費税込）ZZA7N
73,700 円（取付費・消費税込）ZZA7P

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。

取り扱いの商品は日産純正用品ではございません。

カーライフ コレクション for LEAF

各 メ ー カ ー の 品 質 基 準 に 適 合 し た 商 品 で す。

オートバックス取扱商品
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。
清掃アイテム

便利アイテム

電子タバコホルダー

コードレスハンディクリーナー

IQOS 3 のポケットチャージャーと

隙間のホコリを吹き飛ばすブロアー機能を備えた、

IQOS 3 MULTI が同時にホールドできます。
（充電機能付）

ハンディサイズのコードレス掃除機です。

4,752 円（消費税込本体価格）ZZAA3

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。

※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。

ダストボックス
足元の邪魔になりにくいスリムタイプ。

2 通りの開き方ができるフタ付きです。

726 円（消費税込本体価格）ZZAA5

アンブレラケース
高級感漂う本革調。2 つにたたむと、
折りたたみ傘やお子様用の短い傘も収納可能です。

792 円（消費税込本体価格）ZZAA6

USB 電源
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）

3,168 円（消費税込本体価格）ZZAA4

〈セット内容〉

洗車セット
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
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。

※本商品は5YEARS COAT（Excellent、Premium含む）
とは両立しません。

6,325 円（消費税込本体価格）ZZAA0

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。●数に限りのある商品があります。万が一品切れの場合はご容赦ください。

