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SKYLINE_OP_おすすめアイテム_H1-H4

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島1丁目1番1号
●掲載の内容は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。●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。●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

○カーボンエクステリア ドアミラーカバー＋
○カーボンエクステリア リヤスポイラーの2点セット

カーボンエクステリアパッケージ

ドライカーボンのアクセントでさらにスタイリッシュに。
ミラーカバーとリヤスポイラーをセットにした、
スポーティなカーボンエクステリアパッケージ。

283,389円（取付費・消費税込）5HX50

○1 ○2

1

2

※掲載の取付費・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。一部の商品は、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。 

セキュリティ/セーフティ

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4）（○1 ～○4 ）

○4

○5

○7

○1

○3

○2

セキュリティ&セーフティパック プレミアム（注1）、（注2）、（注4） （○1 ～○7 ）

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。

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。

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。

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。

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。

セキュリティ&セーフティパック エントリー
（注1）､（注4）（○1 ～○3 ）

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、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。

セキュリティインジケーター＊1

写真は当該車両とは異なります。 （セキュリティラベル）

（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。ドアミラー自動格納機能を無効化することもできます。
（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）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）リモコンエンジンスターター、ドアミラー自動格納装置、セーフティイルミネーション、カーアラームは単品でも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。

フロント取付け例 リヤ取付け例

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。

61,954円（取付費・消費税込）5HE75

40,682円（取付費・消費税込）5HE86

○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。

75,844円（取付費・消費税込）5HE97

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。

写真は当該車両とは異なります。

新車のような光沢が5年間持続 施工前

施工後

●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。※

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。

※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。

143,000円（取付費・消費税込）ZZVG3

5YEARS COAT Premium★

雨の日もはっきり見える安心感

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。
●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。

8,360円（取付費・消費税込）5HF60

ウィンドウ撥水 12ヶ月★

○フロントウィンドウ1面 撥水処理

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
若干異る場合があります。

11,935円（取付費・消費税込）5HF61○フロントウィンドウ1面+
　フロントドアガラス2面 撥水処理

●各機能・特性をさらに高いレベルで実現させた5YEARS COAT Excellent
   264,000円（取付費・消費税込）ZZVH3、スタンダードタイプの5YEARS 
   COAT 82,500円（取付費・消費税込）ZZVFDもご用意しております。

★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。★の商品は、PIT WORK取扱いの商品です。

おすすめオプショナルパーツ

S K Y L I N E

★
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〈400R以外用〉

〈400R用〉 

SKYLINE_OP_おすすめアイテム_P02-03

※掲載の取付費・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。一部の商品は、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。 ※掲載の取付費・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。一部の商品は、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。 

インテリアアイテム

エクステリアパーツ

セキュリティ/セーフティ

リモコンエンジンスターター 60,203円（取付費・消費税込）5HFY3

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―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）

〈リモコン本体〉 〈車内アンテナ〉

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。

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。●リモコンエンジンスターターによるエンジン回転中は、インテリジェントキーおよびリモートコントロールエントリーシステムが作動しない場合があります。
エンジンを停止した後、ご使用ください。AT車・CVT車専用です。イモビライザー装着車は、取付後コンサルトによるID登録が必要となります。事前にエアコンスイッチをオンにしておけば、リモコンエンジンスター
ターの操作により事前空調が可能です。パーソナルドライビングポジションメモリーシステム付車にて、リモコンエンジンスターターを使用すると、シート、ステアリングの復帰機能が正常に動作しない場合があります。

●映像が記録されなかった場合や記録されたデータが破損していた場合による損害、本機の故障や本機を使用することによって生じた損害については一切責任を負えませんのでご注意ください。●本機で記録した映像は、その使用目的や使用方法によっては、被写体のプライバシーなどの権利を侵害する場合がありますのでご注意ください。
●夜間にナビの画面や昼間に太陽光を反射してダッシュボード等がガラスに映り込み、映像に残る場合があります。●フロントガラスの黒色プリントやミラーベースなどが映り込み、映像に残る場合があります。●LED式信号機は目に見えない高速で点滅しているため、点滅して記録されるなど、点灯していない状態で記録される場合があります。
●本機で記録した映像表示は、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。●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。

86,752円（取付費・消費税込）5H7FA

日産オリジナルドライブレコーダー （フロント＋リヤ）（DH5-S）

前方はもちろん、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。

○ドライブレコーダー （フロント＋リヤ）

各色220円（取付費・消費税込）5H7Z0～5H7Z6○リヤカメラカバー

○スマートフォンアプリでの
　リアルタイム映像表示例

○リヤカメラ装着位置

フロント用 リヤ用
注）標準装備のナビゲーションとの連動、ナビゲーション画面での再生、確認は
対応しておりません。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。

マップランプ ＋ 

インナーシルライト ＋

シフトスポットライト ＋

イルミネーション付キッキングプレート ＋

フットランプ

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

＊　 　は車両標準装備ランプの仕様変更、
　　　　 は本システムの専用追加。　

A

B

C

D E

※写真の色や照度は実際とは異なります。
19インチアルミホイール  （19×8.5J、4本1セット）

日産のデザイナーによるボディラインとコーディネートされたデザイン。

そして、光輝タイプのフィニッシュがサイドスタイルにさらなる個性を演出。

日産純正ならではのクオリティを保証する。

各61,223円（取付費・消費税込）5HJ03/5HJ04

リヤスポイラー

ボディと一体感のあるデザインで、リヤビューをより際立てるリヤスポイラー。

各66,723円（取付費・消費税込）5HJ08/5HJ09/5HJ0D/5HJ0F

○ボディカラー：ダークメタルグレー（M）〈#KAD〉、スーパーブラック〈#KH3〉各色

67,823円（取付費・消費税込）5HJ0G○ボディカラー：ミッドナイトパープル（RM）〈#DAP〉 

○ボディカラー：ブリリアントホワイトパール（3P）〈#QAB〉、メテオフレークブラックパール（P）〈#GAG〉、
　カーマインレッド（CM）〈#NBA〉、ディープオーシャンブルー（P）〈#RCJ〉各色

○タイヤ空気圧センサー無 273,680円（取付費・消費税込）5HA2K

○タイヤ空気圧センサー付 307,076円（取付費・消費税込）5HA2L

17インチアルミホイール  （17×7.5J、4本1セット）

日産のデザイナーによるボディラインとコーディネートされたデザイン。

そして、光輝タイプのフィニッシュがサイドスタイルにさらなる個性を演出。

日産純正ならではのクオリティを保証する。

○タイヤ空気圧センサー無 194,480円（取付費・消費税込）5HA21

○タイヤ空気圧センサー付 227,876円（取付費・消費税込）5HA22

エスティーロ 17インチアルミホイール  
（10本スポーク、17×7.0J、4本1セット）

スタイリッシュなデザインと、日産純正のアルミホイールが持つ精度と耐久性を

高次元で融合。融雪剤による錆びに対しても高い耐久性を実現している。

　標準装着タイヤへの組付時 146,960円（取付費・消費税込）5HA3A
　標準装着タイヤ以外への組付時 139,920円（取付費・消費税込）5HA3E

○タイヤ空気圧センサー無

　標準装着タイヤへの組付時 180,356円（取付費・消費税込）5HA3B
　標準装着タイヤ以外への組付時 173,316円（取付費・消費税込）5HA3F

○タイヤ空気圧センサー付

OPTIONAL PARTS for SKYLINE

ベーシックパック＋ホイールロック ： ○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＋
                                             ○プレミアムフロアカーペット＋○ホイールロックセットの4点セット 115,206円/118,506円（取付費・消費税込）5HX4E/5HX4F○400R以外用/400R用

ベーシックパック ： ○プラスチックバイザー＋○ナンバープレートリムセット+Nissanブランドロゴステッカー付ナンバープレートロック＋
　　　　　　　　 ○プレミアムフロアカーペットの3点セット 103,180円/106,480円（取付費・消費税込）5HX4C/5HX4D○400R以外用/400R用

1

1 2

3 4

2

3

ベーシックパック/ベーシックパック＋ホイールロック

新車ご購入時にお選びいただきたい基本アイテムをセットにしたパッケージ。

○1 ○2 ○3 ○4

スタイリッシュマッドガード （1台分セット）

スタイリッシュなデザインと優れた機能性の両立を実現した、エアロダイナミックなマッドガード。

各37,840円（取付費・消費税込）5HH0D/5HH0E/5HH0H/5HH0K/5HH0M/5HH0P

〈フロント〉 〈リヤ〉

○ボディカラー：ダークメタルグレー（M）〈#KAD〉、スーパーブラック〈#KH3〉、ブリリアントホワイトパール（3P）〈#QAB〉、
　メテオフレークブラックパール（P）〈#GAG〉、カーマインレッド（CM）〈#NBA〉、ディープオーシャンブルー（P）〈#RCJ〉各色

バンパープロテクションフィルム （クリア）

ゴルフバッグなど重い荷物をトランクから出し入れする

際に、傷がつきやすいバンパー上部をしっかりガード。

クリアタイプなので目立たず、リヤスタイルをクリーン

に保つことができる。

10,714円（取付費・消費税込）5HMT1

照明付灰皿  （汎用（カップホルダー置き）タイプ）

ふたを開けると照明が点灯。汎用タイプで

持ち運びができ、カップホルダーにフィットする。

3,080円（消費税込本体価格）5HVB2

フィルム装着部

101,420円（取付費・消費税込）5HDC1

アンビエントLEDライトシステム （おもてなし間接照明）

車に乗り込む動きに合わせてライトが点灯。乗車する方をエスコートするトータルライティングシステム。ドアを開ける

と、イルミネーション付キッキングプレートの「SKYLINE」ロゴが点灯。乗り込む際にはインナーシルライトとフット
ランプが足元を照らし、ライトON時にはシフトスポットライトが手元を照らす。LEDによるエレガントな光の演出が、
ドライブへと向かうあなたの気持ちを盛り上げる。

41,140円（取付費・消費税込）5HH0R○ボディカラー：ミッドナイトパープル（RM）〈#DAP〉


