OPTIONAL PARTS

★

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 、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。

NV100
CLI PPER

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

www.nissan.co.jp

お問い合わせはお近くの販売会社、または右記へどうぞ。

お客さま
相談室

0120-315-232

（携帯も対応）＞＞ 受付時間 9：00 〜 17：00

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

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島1丁目1番1号

3年地図更新無料

Navigation

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。

BACK VIE W MONITOR

後方の状況をモニター表示し、駐車をサポートします。

バックドアを開 ける余 裕を確 保 できます。

見やすい画面と多彩な機能が満載の

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（5 YEARS 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。

＊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。

04 バックビューモニター（カラー映像）

〈カメラ部〉

バン用：ボディカラー：#26U/#Z2S/#ZJ3用

各

写真は当該車両とは異なります。

日産純正ナビゲーションシステム。

41,696円（取付費･消費税込）KP7J8/KP7J9/KP7JA

日産オリジナルナビゲーション付バン全車

ワゴン用：ボディカラー：#Z7T/#ZJ3/#Z2S/#ZVJ/#ZVD用

各

写真は当該車両とは異なります。

カメラ部分はビルトイン !

カメラ部分はビルトインタイプなので、
見た目がすっきりとします。

41,696円（取付費･消費税込）KP7JB/KP7JC/KP7JD/KP7JE/KP7JH

日産オリジナルナビゲーション付ワゴン全車

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。

「バックド ア開 閉目安 点 」に合 わ せ て 駐 車 することで、
約 25cm のバックド アを 開く余 裕 を 残した 駐 車 が 可 能となります。
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。

［クリッパー リオに設定 ］

DRIVE RECORDER

ステアリングスイッチで
ナビ操作が可能！

運転状況を映像と音で記録します。
○日産オリジナルナビゲーション再生画面例 ○スマートフォンアプリでのリアルタイム映像表示例

35 日産オリジナルドライブレコーダー

ステアリングスイッチで、日産オリジナル
ナビゲーションの操作が簡単に行えます。
クリッパー リオのみの設定となります。

※写真はイメージです。 ※画面はハメ込み合成です。

ナビゲーション連動はもちろん、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。
MJ122D-W）付車用（フロント＋リヤ）
〇日産オリジナルナビゲーション
（MJ322D-W、
（DH5-D）

82,616 円（取付費・消費税込）KP7FN

日産オリジナルナビゲーション

日産オリジナルナビゲーション
（MJ322D-W、MJ122D-W）付車

MJ122D-W）無車用（フロント＋リヤ）
〇日産オリジナルナビゲーション
（MJ322D-W、
（DH5-S）
（注）

86,302 円（取付費・消費税込）KP7FM

日産オリジナルナビゲーション無車

フロント用

リヤ用

写真は当該車両とは異なります。

ドライブレコーダー
の動画はこちらから

（注）DH5-Sは日産オリジナルナビゲーションには連動しておりません。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。

充 実 AV 機 能の ベーシックモデル

●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わせください。

【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
●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

●基本スペック
内蔵
メモリー

（16GB）

7インチ
ワイド

VGA

●ナビ機能
タッチ
パネル

ナビ/AV
2画面表示

4ヶ国語

● AV 機能
地デジ
フルセグ
4 チューナー

CD 再生
/ 録音

対応

（日、英、中、韓）

●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
に対応しています。その他の機器で
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）
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
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
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、
グローブボックス内に車検証や
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）KP7C0 部品番号B8086-C9915とは、同時装着できません。また、
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。

SDカード FM/AM
iPod®・
音楽再生/ ラジオ iPhone対応
動画再生

DVD
再生

（ワイド FM 対応） （USBケーブル別売）

USBオーディオ
音楽再生/
動画再生

（USBケーブル別売）

●ドライブサポート機能
音声認識
機能

画面はハメ込み合成です。

01 MJ322D-W（ワイド2DINメモリータイプ）

（アプリ）

オーディオレス＋2スピーカー付車用

187,292円（取付費･消費税込）KP8ZG

ワゴン全車、バンGX、バンDX GLパッケージ

AM/FMラジオ付車用（注）

209,182円（取付費･消費税込）KP8ZJ

バンDXセーフティパッケージ、DX

（注）標準装備のオーディオは取り外してのお取付けとなります。

Bluetooth®対応 バックビュー
（ハンズフリー通話、

Bluetooth®オーディオ）

ドライブ
レコーダー
（3年3回）
連動
地図更新

モニター
対応

ナビ連動

ETC2.0
対応

日産 純 正オーディオ（ワイド 2DIN ）

標準
オプ
ション

●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

36-a CD一体AM/FM電子チューナー

●主なオーディオ機能
CD 再生
※

ワイド

FM/AM

AUX IN

オーディオレス＋2スピーカー付車用

標準

※外部入力への接続には別売の音声ケーブル（ミニプラグコード）を
ご用意しております。
（注1）
ステアリングスイッチには対応しておりません。
（注2）標準装備のオーディオは取り外してのお取付けとなります。
※本機のCD再生ユニットでは、CD-R、CD-RWは再生できない場合があります。
また、複製防止機能付CD等の音楽CD規格外のディスクの動作保証はいた
しかねます。CD TEXT情報（CDタイトル、曲名、
アーティスト名など）は表示
できません。

機 能を厳 選したシンプルモデル
【ナビ画面で設定・操作できる
ナビ連動ドライブレコーダー対応】
フロントカメラとリヤカメラで前後を同時に記録する
ことができます。前方と後方を広範囲でカバーでき
るので、もしもの時も安心です。

●基本スペック
内蔵
メモリー

（16GB）

7インチ
ワイド

VGA

●ナビ機能
タッチ
パネル

4ヶ国語
対応

（日、英、中、韓）

● AV 機能
iPod®・
地デジ SDカード
フルセグ 音楽再生/ iPhone対応
4 チューナー 動画再生 （USBケーブル別売）
FM/AM
ラジオ

（ワイド FM 対応）

CD

再生

動画再生

画面はハメ込み合成です。

37 ナビ連動モデル（HM19-D2）
44,157円（取付費･消費税込）KP5W3

オーディオレス＋2スピーカー付車用

140,501円（取付費･消費税込）KP8ZL

ワゴン全車、バンGX、バンDX GLパッケージ

AM/FMラジオ付車用（注）

161,511円（取付費･消費税込）KP8ZR

バンDXセーフティパッケージ、DX

（注）標準装備のオーディオは取り外してのお取付けとなります。

2

NV100 CLIPPER/NV100 CLIPPER RIO

音声認識 Bluetooth®対応 バックビュー
モニター
対応

標準

ドライブ
レコーダー
連動

オプ
ション

（ハンズフリー通話、
機能
®
（アプリ） Bluetooth オーディオ）

地図更新

（3年3回）

※運転中は安全のため携帯オーディオなどの操作は
行わないでください。

53,295円（取付費・消費税込）KP3R4

E TC2 .0 UNIT〈汎用取付タイプ〉

USBオーディオ
音楽再生/

AUX端子（外部入力端子）オーディオ付車

バンGX、バンDX GLパッケージ

AM/FMラジオ付車用（注2）

バンDXセーフティパッケージ、DX

〈ミニプラグコード
（別売）〉

ETC UNIT〈汎用取付タイプ〉

（USBケーブル別売）

●ドライブサポート機能

02 MJ122D-W（ワイド2DINメモリータイプ）

32,285円（取付費・消費税込）KP3R3

36-b 音声ケーブル（ミニプラグコード）
1,257円（消費税込本体価格）ZZ7CH

●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。

38 音声ガイドモデル（HM19-S）
25,017円（取付費･消費税込）KP5T4 全車

日産オリジナルナビゲーション
（MJ322D-W）付車

本機種の最新情報は
こちらから

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

注）
ETCユニット本体に表示はありません。音声ガイドのみとなります。
「ETCカード」
と
「セットアップ
※ETCユニットを使用するには別途決済用の
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。

※適用車のバンとワゴンは、バン：NV100クリッパー、ワゴン：NV100クリッパー リオ ●（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。

NV100 CLIPPER/NV100 CLIPPER RIO

3

For Business Use

SE AT COVER

FLOOR CARPET
〈生地拡大〉

あなたのビジネスをさらにサポートする

〈生地拡大〉

〈生地拡大〉

〈生地拡大〉

機能性と快適さを求めたアイテム。
12 フロアカーペット（エクセレント：抗菌・防臭・防ダニ・消臭加工）

13 フロアカーペット（スタンダード：抗菌・防臭・防ダニ加工）

14 フロアマット（ゴムマット）

分割可倒式リヤシート用：ワゴン/バンGX AT車 /バンGX MT車用

分割可倒式リヤシート用：ワゴン/バンGX AT車 /バンGX MT車用

分割可倒式リヤシート用：ワゴン/バンGX AT車/バンGX MT車用

1台分（フロント+リヤ）セット

各

各

各

バンDX系用

22,880円（取付費･消費税込）KPR00/KPR01/KPR02
ワゴン全車、バンGX

シャギータイプの豊かな風合いのカーペットです。

14,080円（取付費･消費税込）KPR10/KPR11/KPR12

15 シート全カバー

10,780円（取付費･消費税込）KPRA0/KPRA1/KPRA2

ワゴン全車、バンGX

一体式リヤシート用：バンDX AT車、バンDX AGS車/バンDX MT車用

各

各

14,080円（取付費･消費税込）KPR13/KPR14

20,900円

ワゴン全車、バンGX

一体式リヤシート用：バンDX AT車、バンDX AGS車/バンDX MT車用

（取付費･消費税込）KPSH4
バンDX系

10,780円（取付費･消費税込）KPRA3/KPRA4

バンDX系

バンDX系

汚れに強く、
リーズナブルなラバー仕様です。

良質イメージの清潔感あふれるカーペットです。

※バンGX系のシート全カバーは、
P6 27 シート全カバーを
ご参照ください。

LUGGAGE
16 ラゲッジカーペット

19 ハンガー受け

バン用

10,780円（消費税込本体価格）KPWD1

バン用

30,800円（取付費･消費税込）KPW10

バン全車

バン全車

荷物の汚れや搬入・搬出によるキズからラゲッジスペースを守ります。
サイズ：長さ1,000mm×幅1,328mm、
リヤシートを起こした状態で使用

します。

最大許容荷重 30kg

コートや洋服などを、車内に掛けた状態で運搬することがで
きます。

20 ネットラック（ルーフ）
合成ゴムタイプ

SBS タイプ

バン用

17 ラゲッジマット

26,400円（取付費･消費税込）KPWZ0

バン用：合成ゴムタイプ
（注1）

7,480円（消費税込本体価格）KPWC3

※写真はイメージです。

バン全車

バンDX系

頭上のスペースを活用して、
軽い小物を収納できます。

バン用：SBSタイプ
（注2）

4,180円（消費税込本体価格）KPWC1

CARRIER

最大許容荷重 3.0kg

汚れた荷物を載せた後でもお手入れが簡単です。
（注1）サイズ：奥行1,725mm×幅1,330mm、厚さ：3mm。
リヤシートを折りたた
サイズ：奥行1,000mm×
み、荷室をフルフラットにした状態で使用します。
（注2）
リヤシートを起こした状態で使用します。
幅1,328mm、厚さ：2mm。

大

小

05 ルーフキャリア
63,360円（取付費･消費税込）KPKH1

06 ベースキャリア
31,020円（取付費･消費税込）KPK31

52,800円（消費税込本体価格）KPWG0

全車

サイズ：長さ1,840mm×幅1,445mm×高さ320mm

24,860円（取付費・消費税込）KPKL1

サイズ：長さ700mm×幅1,444mm×高さ245mm

さまざまな用途に応じて積載をサポート。
しっかりとした構造で積載力を高めます。
（注）前後枠パイプは可倒式です。前後枠パイプを倒せば長尺ものも積載可能ですが車体からのは
み出しにご注意いただき、道路交通法による積載物に関する制限をご確認の上、
ご使用願います。装
（製品重量：21.5kg含む）
着時はルーフから約134mm高くなります。最大積載量は50kgです。

42,900円（消費税込本体価格）KPWG1

サイズ：長さ63mm×幅789mm×高さ127mm

アタッチメントを取り付けるためのベースとなります。
※専用のベースキャリアアタッチメントを装着してご使用ください。
（製品重量:6.3kg含む）
（注）
装着時はルーフから約54mm高くなります。最大積載量は30kgです。

スキーやスノーボードを積載するアイテムに応じたアタッチメントです。
※スノーボード4枚またはスキー板5〜6組用。ベースキャリアと組合わせてご使用ください。
（製品重量:3.5kg）
（注）ベースキャリアと組み合わせてご使用ください。

18,700円（取付費･消費税込）KPDC0
バン全車

豊かな光量でラゲッジルーム全体を明るく照らします。

23 仕切カーテン

24 荷室フック（4個セット）
10,670円（取付費･消費税込）KPW50

バン用

BASIC ITEM & OTHE RS

バン全車

バン用

（注1）外寸サイズ：奥行1,685mm×幅1,250mm×高さ153mm。
リヤシートを折りたたみ、荷室をフルフラットにした状態で使用します。
外寸サイズ：奥行930mm×幅1,330mm×高さ153mm。
（注2）
リヤシートを起こした状態で使用します。

全車

9,130円（取付費･消費税込）KPTZ0

22 LEDラゲッジルームランプ（高輝度LEDタイプ）

バンDX系

濡れた荷物や、
水漏れの心配のある荷物も安心して積載できます。

スキー&スノーボード用

全車

バン用：左右セット

（注）クォーターウィンドウパイプに物をぶら下げないでください。

バンDX系

バン用：小
（注2）

07 ベースキャリアアタッチメント

21 クォーターウィンドウパイプ

積荷の衝撃からウィンドウを保護。大きな荷物などがガラス
面に当たるのを防ぎます。

18 PE バンケース
バン用：大
（注1）

※当該車両のものとは異なります。

（注）外寸サイズ：奥行510mm×幅1,100mm×高さ80mm。

バン全車

14,520円（取付費･消費税込）KPTG1
バン全車

全車

運転席と後部座席を仕切ります。冷暖房効果を高
め、
荷崩れによるトラブル防止にも役立ちます。

08 プラスチックバイザー

09 マッドガード

10 フォグランプ（左右セット、発光色：白、12V35W H8）

1台分セット

リヤセット：板物、2枚セット、黒

ボディカラー：ホワイト
〈#26U〉/シルキーシルバー（M）
〈#Z2S〉用

16,940円（取付費･消費税込）KPHH0

全車

雨天走行時にも窓を少し開けて室内換気ができます。

5,060円（取付費･消費税込）KPH20

バン全車

泥や小石のハネ上げからボディをガードします。

39,600円（取付費･消費税込）KPC06/KPC08

各

バン全車

NV100 CLIPPER/NV100 CLIPPER RIO

バン全車

ボディカラー：ブルーイッシュブラック
（P）
〈#ZJ3〉用

39,600円（取付費･消費税込）KPC07

バンGX、バンDX GLパッケージ

4

11 バックブザー
6,270円（取付費･消費税込）KPFG0

※ベルトは商品に含まれません。
荷室フック使用例

ラゲッジスペース内で大きな荷物を固定
する時、便利に活用できます。

※適用車のバンとワゴンは、バン：NV100クリッパー、ワゴン：NV100クリッパー リオ ●（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。

NV100 CLIPPER/NV100 CLIPPER RIO
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For Private Use

28 カーテン& タープキット
27,500円（消費税込本体価格）KPLH1 全 車
出先での着替えに使えたり、ラゲッジに座ってくつろいだり、屋外
をひろびろ使って快適な時間が過ごせます。

アウトドアやレジャーで
重宝するアイテムが充実。

カーテン部を
開けた状態

31 ラゲッジネット
12,100円（消費税込本体価格）KPW20

全車

荒れた路面やアウトドアのドライビング中でも荷物がばらつくのを防ぐラゲッジネット。
ユーティリティカラーリングフックと組み合わせてご利用ください。ラゲッジネット
を取付ける際、バンは2 個セットを2セット、ワゴンは4個セットを1セット必要です。
サイド

センター

（注）本商品は単品で車両に装着することはできません。必ず別売のユーティリティカ
ラーリングフックと組み合わせてご利用ください。ルーフ部に取り付ける場合、装着し
た状態での走行はできません。走行時は必ず取り外してください。

30 マルチルーフバー
サイド用：2本セット

24,640円（取付費･消費税込）KPW1A

（最大耐荷重：1.5kg/片側）

全車

センター用：2本セット

12,760円（取付費･消費税込）KPW1B
全車

（最大耐荷重：1.0kg/1本）

室内ルーフ部に装着できるマルチルーフバー。アイディア次第で自由に使えます。シャツやタオルを掛けておくのにも便利です。
※写真はイメージです。

COMFORT

（注）
マルチルーフバー
（センター用）は単品で車両に装着することはできません。必ず別売のマルチルーフバー（サイド用）
と組み合わせてご利用ください。
後席乗車時は取り外してください。

〈生地拡大〉

ワゴン※

バン※
ユーティリティカラーリングフック（ワゴン荷室用）

ユーティリティカラーリングフック

32 ユーティリティカラーリングフック
2個セット：オレンジ/ピンク/ブルー/クリア

12 フロアカーペット（エクセレント：抗菌・防臭・防ダニ・消臭加工）

25 ラゲッジカーペット

分割可倒式リヤシート用：ワゴン/バンGX AT車/バンGX MT車用

ワゴン用

各

22,880円（取付費･消費税込）KPR00/KPR01/KPR02
ワゴン全車、バンGX

シャギータイプの豊かな風合いのカーペットです。

10,780円（消費税込本体価格）KPWD0
サイズ：奥行807mm×幅1,286mm

各

4個セット（ワゴン荷室用）
：オレンジ/ピンク/ブルー/クリア

4,180円（取付費･消費税込）KPW5A/KPW5B/

KPW5C/KPW5D

12,760円（取付費･消費税込）KPW5E/KPW5F/

各

全車

（ 4 個）必要となり
（注）バンはラゲッジネットと組み合わせる場合は、2 セット
ます。ワゴンはラゲッジネットを荷室ウエスト部で使用する場合は 4 個セット
（ワゴン荷室用）
が必要となります。ワゴン荷室ウエスト部には取付できません。

ワゴン全車

ワゴン全車

KPW5G/KPW5H

（ワゴン荷室用）は荷室ウエスト部へのみ取付可能です。
（注）4 個セット

組み合わせ次第で様々な用途に使用できるユーティリティカラーリングフック。全4色となります。
（最大耐荷重：0.5kg/個）

ラゲッジに載せた荷物をやさしく守るカーペットです。

※ユーティリティナットは、GX は8ヶ所、DX 、DX GL パッケージ、DX セーフティパッケージは12ヶ所、ワゴンは10ヶ所設けております。

33 フロントプライバシーシェード（メッシュ付）
フロントガラス＋フロント左右セット、遮光生地仕様

24,200円（消費税込本体価格）KPTN2 全 車
34 リヤプライバシーシェード（メッシュ付）
バックドア＋リヤ左右セット、遮光生地仕様

フロント

26 車内カーテン

08 プラスチックバイザー

ワゴン用

1台分セット

42,460円（取付費･消費税込）KPT20

ワゴン全車

プライバシーの保護とともに、強い日差しを防ぎます。
（注）車両走行時には必ずカーテンを開け、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。
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NV100 CLIPPER/NV100 CLIPPER RIO

16,940円（取付費･消費税込）KPHH0

27,500円（消費税込本体価格）KPTN1

27 シート全カバー（1台分：フロント+リヤセット）

（注）本 商 品 を 装 着した状 態
での走行はできません。
走行時は必ず取り外してくだ
さい。

千鳥格子柄：バンGX/ワゴン用

全車

天候が良くない日のドライブでも、窓を少し開けて室内換気ができます。

31,900

各
円（取付費･消費税込）
・バンGX用:KPSH0
・ワゴン用 アームレスト付、
リヤシート分割/スライド付車用:KPSH2

ワゴン全車、バンGX

千鳥格 子柄のオシャレなシートカバーです。

全車

遮光だけではなく、休憩時に虫の侵 入を防ぎ、さらには換
気もできます。車中泊などにおすすめです。

〈生地拡大〉

リヤ

運転席展開時

※適用車のバンとワゴンは、バン：NV100クリッパー、ワゴン：NV100クリッパー リオ

※写真はイメージです。
撮影用の小道具を使用しております。

NV100 CLIPPER/NV100 CLIPPER RIO

7

UTILITY

ベ ーシックパック
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。

40 リモコンエンジンスターター
75,900円（取付費･消費税込）KPFT2 ワゴン全車
離れた場所からリモコン操作でエンジンスタート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、乗り込む前に冷暖房も可能です。

（ワゴン）用に設定。

主な機能●エンジンスタート /ストップ機能、
アンサーバック機能
●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動させた場合、条例により罰則を受ける場合がありますのでご注意ください。※電波飛距離は周囲の状況により短くなったり、長くなったりします。特に、思いのほか遠くへ届く場合がありますので取扱
いにご注意ください。
※リモコンエンジンスターターによるエンジン回転中は、
インテリジェントキーおよびリモートコントロールエントリーシステムが作動しない場合があります。エンジンを停止した後、ご使用ください。

リモコン

OTHERS
41 アッシュトレイ
1,676円

全車

（取付費･消費税込）KPGM1 全車

※写真は当該車両とは異なります。

2,200円

全車

〉

ホイールナット
（注3）

適用車種

スチールホイール
（スノータイヤ）
用、
標準ナット

ワゴン全車
バンDX 系
バンGX
バン全車

スチールチェーン
（注4）
コーニック

ワゴン全車

フロント用 430mm、
左右両用
リヤ用 285mm
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

フロント用 430mm、
左右両用

外装

リヤ用 285mm
ラディクール

ハーフボディカバー（注18）
（注19）

ラディクール、Mサイズ

サンシェード（注19）

ラディクール、
タイプC

全車

フロント用

各1,100

リヤ用

1台分：リム2枚＋ロゴなしロックボルト4本
（キー付）

内装

Nissanブランドロゴステッカー付、
（キー付）
ロックボルト4本
インナークッション付

ワゴン全車

インナークッション無

全車

カーライフ
商品コード

KPA0A
KPAD2
KPAD1
KPB10
KPB60
KPBA0
KPBB2
KPF1C
KPF1B
KPF60
KPF61
KPF62
KPF63
KPF8C
KPF8B
KPLH2
KPN00
KPNM0
KPNPA
KPNPB

通常合計価格269,908円のところ

259,476円（取付費・消費税込）KPXBR

フロント用

02 日産オリジナルナビゲーション

MJ122D-W

NV100 CLIPPER/NV100 CLIPPER RIO

バンDXセーフティパッケージ、
DX

（注）
標準装備のオーディオは取り外してのお取付けとなります。

2 点パック

35 日産オリジナルドライブレコーダー

2点パック合計価格

（フロント＋リヤ）
（DH5-D）

○オーディオレス＋2スピーカー付車用

通常合計価格223,117円のところ

195,136円（取付費・消費税込）KPXCR

6,050

KPNPG

3,850

ZZL6F

5,940

ZZL6J

53,000
45,639

KPU18
KPU19

ISO FIX 対応チャイルドセーフティシート

通常合計価格244,127円のところ

仕様

シートベルト
固定タイプ

適用車種

インナークッション付（注10）
（注11）
（注12）
インナークッション無（注10）
（注11）

99,000
ワゴン全車

インナークッション付（注11）
（注12）
（注13）

42,376

KPU2E

50,300

KPU68

ワゴン用、SBSタイプ

ワゴン全車

10,450

KPWC0

ホイール4本処理

ワゴン全車

5,500

ZZV3B

タイヤ4本処理

ハイバックタイプ

全車

室内防臭 ロングタイプ
（＊）

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

ボディ床下コート クリア
（＊）

ボディ床下コート ブラック
（＊）
照明付灰皿
毛ばたき

KPU2D

55,000

タイヤコート
（＊）
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KPU2C

60,500
全車

ホイールコート
（＊）

セキュリティシステムオートキーパー（＊）

KPU2B

93,500

ワゴン全車

KPU2F

3,300

ZZV60

10,266

ZZV50

66,000

ZZVFA

110,000

ZZVG0

220,000

ZZVH0

4面施工見舞金なし
6面施工見舞金なし
8面施工見舞金なし

15,180

ZZVR0

19,580

ZZVR2

23,980

ZZVR4

床下全面処理

12,100

ZZVU0

足まわり部品処理

全車

8,470

ZZVU2

床下全面処理

18,150

ZZVUA

足まわり部品処理

14,520

ZZVUC

ホイールハウス処理
（4箇所）

3,630

ZZVUE

汎用
（カップホルダー置き）
タイプ

2,200

ZZN42

22,000

ZZR43

コック、
チャグロクロキャラ
オーストリッチ、
グレー

全車

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17）

カッター＋ハンマー

2,530

ZZNB3

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。

バンDXセーフティパッケージ、
DX

（注）
標準装備のオーディオは取り外してのお取付けとなります。

ナビレコカメラお買い得パック
（MJ322D-W、MJ122D-W）
最新ナビとドライブレコーダー、バックビューモニター、ETC2.0ユニット/ETCユニットをセットした「安全」サポートのお得なパッケージです。

01 日産オリジナルナビゲーション

MJ322D-W

35 日産オリジナルドライブレコーダー
（フロント＋リヤ）
（DH5-D）

04 バックビューモニター

37 ETC2.0ユニット
（HM19-D2）

4 点パック

4点パック合計価格
○ワゴン用、ボディカラー：#Z7T、#ZJ3、#Z2S、#ZVJ、#ZVD用

通常合計価格355,761円のところ
各

+KPXB9/KPXBR+KPXBA/KPXBR+
KPXBB/KPXBR+KPXBC/KPXBR+KPXBD
345,329円（取付費・消費税込）KPXBR

ワゴン全車

○バンGX、バンDX GLパッケージ用、ボディカラー：#26U、#Z2S、#ZJ3用

通常合計価格355,761円のところ
各

※写真は当該車両とは異なります。
フロント用

リヤ用

MJ122D-W

35 日産オリジナルドライブレコーダー
（フロント＋リヤ）
（DH5-D）

バンGX、バンDX GLパッケージ

通常合計価格377,651円のところ
各

02 日産オリジナルナビゲーション

+KPXBL/KPXBR+
KPXBM/KPXBR+KPXBN
345,329円（取付費・消費税込）KPXBR

○バンDXセーフティパッケージ、DX用、ボディカラー：#26U、#Z2S用

※写真は当該車両とは異なります。

04 バックビューモニター

38 ETCユニット
（HM19-S）

+KPXB3/
KPXBS+KPXB4
367,219円（取付費・消費税込）KPXBS

バンDXセーフティパッケージ、DX

4点パック

4点パック合計価格
○ワゴン用、ボディカラー：#Z7T、#ZJ3、#Z2S、#ZVJ、#ZVD用

通常合計価格289,830円のところ
各

+KPXC9/KPXCR+KPXCA/KPXCR+
KPXCB/KPXCR+KPXCC/KPXCR+KPXCD
261,849円（取付費・消費税込）KPXCR

ワゴン全車

○バンGX、バンDX GLパッケージ用、ボディカラー：#26U、#Z2S、#ZJ3用

通常合計価格289,830円のところ
各
※写真は当該車両とは異なります。
フロント用

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。

216,146円（取付費・消費税込）KPXCS

リヤ用

※写真は当該車両とは異なります。

カーライフ
商品コード

全車

シートベルト固定タイプ

インナークッション無
（注11）
（注13）

取付費・消費税込または
消費税込本体価格（円）

ワゴン全車

（注14）
ISO FIX 対応ベビーシート（注11）
ジュニアセーフティシート（注9）
（注15）
ラゲッジマット
（注16）

ワゴン全車、
バンGX、
バンDX GLパッケージ

○AM/FMラジオ付車用（注）

●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。●（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。
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281,366円（取付費・消費税込）KPXBS

リヤ用

※写真は当該車両とは異なります。

（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」の同時装着はできません。
（注2）標準装着のホイ−ルカバ−
（センタ−キャップ）を夏・冬共用される時は不要です。
（注3）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）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6）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、水玉が飛ぶ速度が若干異なる場合があります。
（注7）字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。
（注8）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〜
（注9）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10）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
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。
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 11 ）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 12 ）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13）本商品を使用する場合は、
シートベルトでの固定になります。適用目安は、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。
（注 14 ）本商品を使用する場合は、
シートベルトでの固定になります。適用目安は、後向き：体重新生児〜13kg 未満、身長新生児〜85cm 未満となります。
（注 15 ）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 16 ）サイズは、奥行 790mm×幅 1,280mm 、厚さ：1.8mmとなります。
（注 17 ）
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 18 ）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 19 ）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。

●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。●

ワゴン全車、
バンGX、
バンDX GLパッケージ

○AM/FMラジオ付車用（注）

商品名
テザーベルトタイプ

汎用品

（キー付）
ロゴなしロックボルト4本

チャイルドセーフティシート
（注8）
（注9）

138,292
49,456
48,972
22,528
1,760
8,690
27,280
7,931
3,454
8,360
11,935
7,150
5,390
9,361
4,169
39,600
31,900
9,900

︶

カーサイドタープ
（注18）

取付費・消費税込または
消費税込本体価格（円）

システム商品
︵注

リヤドア＋リヤサイドガラス撥水処理
バックガラス撥水処理

ナンバープレートロック
（注7）

○オーディオレス＋2スピーカー付車用

（注）数に限りがありますので予めご了承くだ
さい。

内装

足まわり

スチールホイール
（スノータイヤ）
用

ブラック

2点パック合計価格

（フロント＋リヤ）
（DH5-D）

通常合計価格291,798円のところ

部位

部位

スノータイヤ用

フルホイールカバー
（注2）

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7）

MJ322D-W

2 点パック

35 日産オリジナルドライブレコーダー

フロント用
仕様

ナンバープレートリム
（注7）

01 日産オリジナルナビゲーション

この商品は、NISSAN collectionの商品とな
ります。

〈その他オプショナルパーツ一覧表〉

超撥水ウインターブレード
（＊）

最新ナビとドライブレコーダーをセットにした「安心」サポートのお得なパッケージです。

乗車中の災害時や渋滞など「もしも」
の時に備えておくと安心なアイテムが
入ったセット商品です。

（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。

14×4 1/2J、シルバー
12×4.00B、シルバー
12×4.00B、ブラック

38,060円（取付費･消費税込）KPX6D/KPX6E

7,700 円

もご用意しております。

商品名

各

ナビレコお買い得パック
（MJ322D-W、MJ122D-W）

（消費税込本体価格）ZZRW0 全車

全車

クオリティの高いクロームメッキ仕上げです。

アルミホイール

38,060円（取付費･消費税込）KPX6B/KPX6C

○フロアマット 一体式リヤシート用：バンDX AT車、バンDX AGS車/バンDX MT車用

最新ナビと
「安全」、
「安心」アイテムをプラスしたお買得パッケージ！

（1人用）

ロゴなしナンバープレートロックとセットになった商品
〈8,250円（消費税込本体価格）KPNPH

各

12 フロアカーペット（エクセレント）
14 フロアマット（ゴムマット）

ナンバープレートロック（クロームメッキ）

45 車載用防災キット

各

ウィンドウ撥水 12ヶ月（＊）
（注5）
（注6）

44 ナンバープレートリムセット＋

※写真は当該車両とは異なります。

（消費税込本体価格）KPNPD/KPNPE

○フロアマット 分割可倒式リヤシート用：バンGX AT車/バンGX MT車用

（バン）用に設定。

バックドアを閉める時の便利なアイテムです。

クロームメッキ：フロント用/リヤ用

ウインターブレード
（＊）

（取付費･消費税込）KPWX0 全車

50,160円（取付費･消費税込）KPX6A

NV100クリッパー

（注）標準装備のアクセサリーソケットを取
り外して装着します。また、シガーライター
の差込口からは、日産純正品以外の電機製
品の電源として使用しないでください。焼
損や火災など思わぬ事故につながる恐れが
あります。

44 ナンバープレートリム

タイヤチェーン
（注4）

43 バックドアインナーハンドル
5,500円

42 シガーライター
3,960円

（注）標準装備のカードケースを取り外して装着し
ます。

スチールホイール

○フロアカーペット 分割可倒式リヤシート用：ワゴン用

フロアマットは、

08 プラスチックバイザー

（消費税込本体価格）KPVB0

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（Nissanブランドロゴステッカー付）
＋
フロアカーペットまたはフロアマットの3点セット合計価格 全車

フロアカーペットは、

NV100クリッパー リオ

リヤ用

※写真は当該車両とは異なります。

+KPXCL/KPXCR+
261,849円（取付費・消費税込）KPXCR
KPXCM/KPXCR+KPXCN

バンGX、バンDX GLパッケージ

○バンDXセーフティパッケージ、DX用、ボディカラー：#26U、#Z2S用

通常合計価格310,840円のところ
各

+KPXC3/
KPXCS+KPXC4
282,859円（取付費・消費税込）KPXCS

※適用車のバンとワゴンは、バン：NV100クリッパー、ワゴン：NV100クリッパー リオ

バンDXセーフティパッケージ、DX

NV100 CLIPPER/NV100 CLIPPER RIO
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VAN クリッパーのおすすめアイテム・ラインアップ。

WAGON クリッパー リオのおすすめアイテム・ラインアップ。

揃えておきたい！ 定番アイテム
▶

P04 プラスチックバイザー

▶

1台分セット

〈生地拡大〉

P05 フロアカーペット（エクセレント：抗菌・防臭・防ダニ・消臭加工）

○分割可倒式リヤシート用：バンGX AT車/バンGX MT車用

16,940円（取付費･消費税込）KPHH0

22,880円（取付費･消費税込）KPR01/KPR02

10,780円（取付費･消費税込）

各

バンGX

▶

P05 フロアマット（ゴムマット）

▶

○分割可倒式リヤシート用：バンGX AT車/バンGX MT車用

各

全車

揃えておきたい！ 定番アイテム

P05 フロアカーペット（スタンダード：抗菌・防臭・防ダニ加工）

○分割可倒式リヤシート用：バンGX AT車/バンGX MT車用

〈生地拡大〉

14,080円（取付費･消費税込）KPR11/KPR12

各

P06 プラスチックバイザー

▶

1台分セット

5,060円（取付費･消費税込）KPH20

バン全車

P06 フロアカーペット（エクセレント：抗菌・防臭・防ダニ・消臭加工）

分割可倒式リヤシート用：ワゴン用

16,940円（取付費･消費税込）KPHH0

22,880円（取付費･消費税込）KPR00

全車

P05 フロアマット（ゴムマット）

分割可倒式リヤシート用：ワゴン用

10,780円（取付費･消費税込）KPRA0 ワゴン全車

ワゴン全車

○一体式リヤシート用：バンDX AT車、バンDX AGS車/バンDX MT車用

10,780円（取付費･消費税込）

バンDX系
〈生地拡大〉

○一体式リヤシート用：バンDX AT車、バンDX AGS車/バンDX MT車用

14,080円（取付費･消費税込）KPR13/KPR14

各

〈生地拡大〉

〈スタンダード〉

バンDX系

▶

▶

各

KPRA3/KPRA4

バンGX

▶

リヤセット：板物、2枚セット、黒

バンGX

KPRA1/KPRA2

〈エクセレント〉

P04 マッドガード

▶

〈生地拡大〉

P09 ナビレコお買い得パック

▶

P09 ナビレコカメラお買い得パック

▶

P09 ナビレコお買い得パック

▶

P09 ナビレコカメラお買い得パック

日産オリジナルナビゲーションMJ322D-W＋日産オリジナルドライブレコーダー（フロント＋リヤ）
（DH5-D）の2点パック

日産オリジナルナビゲーションMJ322D-W＋日産オリジナルドライブレコーダー（フロント＋リヤ）
（DH5-D）＋バックビューモニター＋ETC2.0ユニット（HM19-D2）の4点パック

日産オリジナルナビゲーションMJ322D-W＋日産オリジナルドライブレコーダー（フロント＋リヤ）
（DH5-D）の2点パック

日産オリジナルナビゲーションMJ322D-W＋日産オリジナルドライブレコーダー（フロント＋リヤ）
（DH5-D）＋バックビューモニター＋ETC2.0ユニット（HM19-D2）の4点パック

〈ナビレコお買い得パック2点パック合計価格〉

〈ナビレコカメラお買い得パック4点パック合計価格〉

〈ナビレコお買い得パック2点パック合計価格〉

〈ナビレコカメラお買い得パック4点パック合計価格〉

○バンGX、バンDX GLパッケージ用/バンDXセーフティパッケージ、DX用

○バンGX、バンDX GLパッケージ用/バンDXセーフティパッケージ、DX用：ボディカラー各色用

○ワゴン用

通常合計価格

通常合計価格

通常合計価格

269,908円/291,798円のところ

259,476円/281,366円

各

バン全車

（取付費・消費税込）KPXBR/KPXBS

日産オリジナルナビゲーションMJ122D-W＋日産オリジナルドライブレコーダー（フロント＋リヤ）
（DH5-D）の2点パック

〈ナビレコお買い得パック2点パック合計価格〉

355,761円/377,651円のところ

KPXBR+KPXBL、KPXBR+KPXBM、KPXBR+

345,329円/367,219円

（取付費・消費税込）KPXBN/KPXBS+KPXB3、
KPXBS+KPXB4

〈ナビレコお買い得パック2点パック合計価格〉

〈ナビレコカメラお買い得パック4点パック合計価格〉

通常合計価格

P04 フォグランプ

▶

ボディカラー：#26U/#Z2S用

39,600円（取付費･消費税込）

各

P04 バックブザー

289,830円/310,840円のところ

KPXCR+KPXCL、KPXCR+KPXCM、KPXCR+
円（取付費・消費税込）KPXCN/KPXCS+KPXC3、KPXCS+KPXC4 バン全車

261,849円/282,859

各

○ワゴン用：ボディカラー各色用

223,117円のところ

通常合計価格

195,136円

ワゴン全車

（取付費・消費税込）KPXCR

合成ゴムタイプ

各

289,830円のところ

261,849円

▶

SBS タイプ

P07 ユーティリティ

カラーリングフック

2 個セット：オレンジ/ ピンク / ブルー / クリア

各

バン全車

4,180円（取付費･消費税込）

KPW5A/KPW5B/KPW5C/KPW5D

ボディカラー：#ZJ3用

▶

P07 カーテン&タープキット

27,500円（消費税込本体価格）KPLH1

▶

全車

全車

P07 フロントプライバシーシェード （メッシュ付）

▶

24,200円（消費税込本体価格）KPTN2

10,780円（消費税込本体価格）KPWD0

全車

ワゴン全車

P07 リヤプライバシーシェード （メッシュ付）

27,500円（消費税込本体価格）KPTN1

▶

バンDX系

カラーリングフック

2 個セット：オレンジ/ ピンク / ブルー / クリア

各

4,180円（取付費･消費税込）

全車

（最大耐荷重：0.5kg/個）

全車

▶

4,180円（消費税込本体価格）KPWC1

バン全車

▶

P07 マルチルーフバー

○サイド用：2本セット
（最大耐荷重：1.5kg/片側）

詳しくはP5をご覧ください。

24,640円（取付費･消費税込）KPW1A
全車

カーテン部を
開けた状態

P05 クォーター

ウィンドウパイプ

フロント

バン用：左右セット

（取付費･消費税込）

P07 ユーティリティ

KPW5A/KPW5B/KPW5C/KPW5D

バン用：SBSタイプ

7,480円（消費税込本体価格）KPWC3

14,520円

▶

P05 ラゲッジマット

バン用：合成ゴムタイプ

バン用

ワゴン全車

バックドア＋リヤ左右セット、遮光生地仕様

バンGX、バンDX GLパッケージ

P05 仕切カーテン

P06 ラゲッジカーペット

ワゴン用

フロントガラス＋フロント左右セット、遮光生地仕様

▶

（最大耐荷重：0.5kg/個）

39,600円（取付費･消費税込）KPC07

▶

KPXCR+KPXC9/KPXCR+KPXCA/KPXCR+

（取付費・消費税込）KPXCB/KPXCR+KPXCC/KPXCR+KPXCD

アウトドアシーンで役立つプラスワン・アイテム

6,270円（取付費･消費税込）KPFG0

バン全車

KPC06/KPC08

ワゴン全車

〈ナビレコカメラお買い得パック4点パック合計価格〉
通常合計価格

（左右セット、発光色：白、12V35W H8）

KPXBR+KPXB9/KPXBR+KPXBA/KPXBR+

（取付費・消費税込）KPXBB/KPXBR+KPXBC/KPXBR+KPXBD

日産オリジナルナビゲーションMJ122D-W＋日産オリジナルドライブレコーダー（フロント＋リヤ）
（DH5-D）＋バックビューモニター＋ETCユニット（HM19-S）の4点パック

機能性重視のプラスワン・アイテム
▶

355,761円のところ

345,329円

日産オリジナルナビゲーションMJ122D-W＋日産オリジナルドライブレコーダー（フロント＋リヤ）
（DH5-D）の2点パック

通常合計価格

バン全車

各

日産オリジナルナビゲーションMJ122D-W＋日産オリジナルドライブレコーダー（フロント＋リヤ）
（DH5-D）＋バックビューモニター＋ETCユニット（HM19-S）の4点パック

○ワゴン用

（取付費・消費税込）KPXCR/KPXCS

ワゴン全車

（取付費・消費税込）KPXBR

○バンGX、バンDX GLパッケージ用/バンDXセーフティパッケージ、DX用：ボディカラー各色用

195,136円/216,146円

通常合計価格

259,476円

バン全車

○バンGX、バンDX GLパッケージ用/バンDXセーフティパッケージ、DX用

223,117円/244,127円のところ

○ワゴン用：ボディカラー各色用

269,908円のところ

ユーティリティカラーリングフック

9,130円（取付費･消費税込）KPTZ0
バン全車

○センター用：2本セット
（最大耐荷重：1.0kg/1本）

KPTG1

ユーティリティカラーリングフック4個セット（ワゴン荷室用）
取付位置
ユーティリティカラーリングフック2 個セット取付位置

12,760円（取付費･消費税込）KPW1B

バン全車

全車

センター用は単品で装着できません。
必ずサイド用と組み合わせてご利用ください。

▶

63,360円（取付費･消費税込）KPKH1
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※ユーティリティナットは、GXは8ヶ所、DX、DX GL
パッケージ、DXセーフティパッケージは12ヶ所。

P04 ルーフキャリア
全車

詳しくはP4をご覧ください。

リヤ
本商品を装着した状態での走行はできません。走行時は必ず取り外してください。

この他にも4個セット
（ワゴン荷室用）
の設定もあり
ます。
詳しくはP7をご覧ください。

※適用車のバンとワゴンは、バン：NV100クリッパー、ワゴン：NV100クリッパー リオ
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