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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 、カーライフ コレクション他）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。

FAIRL ADY Z

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
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熱き血統のポテンシャルを引き出す、鍛え抜かれた美しさ。

乗り込むたびに、
熱きスポーツマインドが研ぎ澄まされる。
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01 フロントスポイラー
02 リヤスポイラー
03 マッドガード

04 フロアカーペット
05 キッキングプレート
06 フットウェルランプ
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エクステリアアイテム

インテリアアイテム

高級絨毯に用いられる「ウィルトン織」を採用
表面のパイル糸と4 種類の生地糸を手間をかけながら織り上げていく伝統的な製法
を採用。極めて緻密な柄表現と耐久性の高さに特長がある。一般的なカーペットに

負圧領域

使用される「タフテッド」
（布地に多数のミシン針でパイルを植え付ける、大量生産に
適した製法）に比べて質感が高く、手織りのような温もりある風合いが楽しめる。

フロントスポイラー

高圧領域
〈拡大〉

02 リヤスポイラー

01 フロントスポイラー

リヤスポイラー

デザイン性と機能性を高い次元で両立したフロントスポイラーとリヤスポイラーの整流効果によって、フロント・リヤ双方の空力性能をバランスよく向上し、操安性を高める。

63,100 円（取付費・消費税込）

○ボディカラー：#XJS・#NBQ・#XJT・#XJR・#XKJ 各色
○ボディカラー：#GAT・#XBF・#KAD・#XEX 各色

各 81,400 円（取付費・消費税込）

各 75,900 円（取付費・消費税込）

（注）各色については P8 の〈オプショナルパーツ一覧表〉をご覧ください。

空気抵抗の低減（非装着車に比べ約 6% の向

高級感あふれるウィルトン織を採用したシャープで上質な表現とし、アルミダイキャスト製の「 Z 」ロゴを施した。

上）
と、
フロントリフト・リヤリフトの向上
（非装着

○ AT 用

車に比べ、
ともに約-60%）
を両立している。

○ MT 用

49,800 円（取付費・消費税込）
49,800 円（取付費・消費税込）

タフテッド

日産純正のフロアカーペットは

ペットやタバコ、汗などの臭いを消臭剤で吸着、分解し、

意匠登録出願済です。

いやな臭いを軽減します。日産専用エンブレム付。

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。

04 フロアカーペット （ラグジュアリー、消臭機能付：1 台分）

ウイルトン織

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。

〈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

※数値は社内測定値です。

03 マッドガード
スピード感あふれる彫刻的なエアロダイナミックデザイン。
特にリヤマッドガードは、伸びやかに存在感のあるデザインとした。
〈フロント〉

○ボディカラー各色

〈リヤ〉

各 36,850 円（取付費・消費税込）

（注）各色については P8 の〈オプショナルパーツ一覧表〉をご覧ください。

〈ブラック〉

〈シルバー〉

05 キッキングプレート （ステンレス製、LED・白色発光）

06 フットウェルランプ

車両のインテリアとコーディネートしたブラック仕様には、高い外観品質を有するPVDコートを採用。シルバー仕様は、

パッケージ

SUS（ステンレス）の素材感を楽しめる。
「 Fairlady Z 」ロゴの「 Z 」はドアの開閉に応じて白く点灯する。

59,800 円（取付費・消費税込）
44,400 円（取付費・消費税込）

○ブラック

エアロパッケージ

○シルバー

運転席と助手席の足もとを白色の光で照らし出し、

点灯時

車内をスポーティな空間に演出する。

19,800 円（取付費・消費税込）

（注）イルミネーションの照度や色は実際とは異って見える場合がございます。
※フロアカーペットは別売りとなります。

消灯時

（注）
ドアの開閉に連動して点灯・消灯します。

1
○フロントスポイラー
2
○リヤスポイラー
○ボディカラー：#XJS・#NBQ・#XJT・#XJR・#XKJ 各色

各 144,500 円（取付費・消費税込）

○ボディカラー：#GAT・#XBF・#KAD・#XEX 各色

1 フロントスポイラー
○

各 139,000 円（取付費・消費税込）

2 リヤスポイラー
○

（注）各色については P8 の〈オプショナルパーツ一覧表〉をご覧ください。

1
○フロアカーペッ
ト（AT用/MT用）
2
（DH5-S）
○日産オリジナル
ドライブレコーダー（フロント＋リヤ）
3
○キッキングプレー
ト（ブラック/シルバー）
4
○ホイールロックセッ
ト
5
○ナンバープレー
トロック（Nissanブランドロゴステッカー付）

ベーシックパックプラス

○ AT 用、キッキングプレート：ブラック/ シルバー
ブラック

1 フロアカーペット
○
（ AT 用 /MT 用）

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

3 キッキングプレート
○

（ブラック/ シルバー）

4 ホイールロックセット
○

5 ナンバープレートロック
○

218,209 円 / 202,809 円（取付費・消費税込）

○ MT 用、キッキングプレート：ブラック/ シルバー

218,209 円 / 202,809 円（取付費・消費税込）

〈 Z エンブレム付〉

07 ラゲッジトレイ

08 トノカバー

09 ラゲッジカーペット

濡れたレジャーグッズや荷物を、

ラゲッジ全体を覆い、
プライバシーを保護。風合い豊かな

やわらかな素材を用いてラゲッジ全面に敷き詰め、

ネットを 2 重に配した袋構造。高速走行でも荷物を

そのまま気にせずに置くことができる。

スエード調素材 Ultrasuede® が高級感を醸し出す。

上質感をもたらしている。

しっかり固定し、飛び出しや散乱を防ぐ。

〇 Ultrasuede® 製

〇ブラック

17,600 円（消費税込本体価格）

54,500 円（消費税込本体価格）

24,100 円（消費税込本体価格）

10 ラゲッジネット

11,000 円（消費税込本体価格）

Ultrasuede® は東レ株式会社の登録商標です。

4-5

OPTIONAL PARTS for FAIRLADY Z

BASIC ITEM
大 切なパートナー Z との安心で快適なカーライフをサポートするアイテム。
〈シルバー〉

〈ブラック〉

ベーシックアイテム
スマートフォンのアプリでも、
録画再生や各種設定が簡単に行えます。

13 ドアエッジモール（樹脂製、1 台分）
サイドビューに上質感をもたせ傷つきやすいドアエッジ部をガードする。
写真は車両をリフトアップした状態で、下側から撮影しています。

○スマートフォンアプリでのリアルタイム映像表示例

フロントカメラ部

各 5,280 円（取付費・消費税込）

○シルバー /ブラック

（注）本キットは汎用品のため、車体色とは異なります。

〈フロント用〉

リヤカメラ部

〈リヤ用〉

スイッチ部

（ DH5-S ）
18 日産オリジナルドライブレコーダー（フロント＋リヤ）
前方に加え後方撮影もできるのであおり運転や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できます。

11 NISMO スポーツマフラー

12 NISMO ブレーキパッド

走行シーンに合わせ、通常走行から高速走行まで

独自開発したカッパーフリーのロースチール材を採用。

軽快かつ心地よいエキゾーストノートを実現する。

常温域から高温域まで安定した効きを発揮する。

〇ステンレス製、テールフィニッシャー：110Φ×2

〇フロント用

316,800 円（取付費・消費税込）

41,800 円（取付費・消費税込）
41,800 円（取付費・消費税込）

〇リヤ用

（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。2022 年秋発売予定。

91,302 円（取付費・消費税込）

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。

（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。

14 ボディカバー（ポリエステル製、防炎仕様）

ドライブレコーダーの
動画はこちらから
写真はイメージです。画面はハメ込み合成です。
（注）実際の録画画面には、一部車両の部品が映り込みます。

●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。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。●フロントカメラの
取付位置は、
フロントガラスセンター上部になります。
リヤカメラの取付位置は、
リヤバンパーになります。リヤカメラ装着の場合は字光式ナンバープレートとは同時装着できません。
（注）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。

耐久性に優れた防炎素材を採用し、風雨や汚れなどから愛車を守る。

30,400 円（消費税込本体価格）

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

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

新車購入時限定
メンテプロパック

54

12ヶ月

法定点検

3

回

6ヶ月

安心点検

4

回

エンジン
オイル交換

5

回

エンジンオイル&
オイルフィルター
交換

4

車検

回

1

回

コンピューター
診断

4

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）。

78,800 円（取付費・消費税込）

＊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。

新車のような光沢が 5 年間持続

16

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

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。

63,800 円（取付費・消費税込）

写真は当該車両
とは異なります。

1 カーアラーム
○

写真は当該車両とは異なります。

4 傾斜センサー
○
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。

42,800 円（取付費・消費税込）

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。

5
○

ドアこじ開け

セキュリティインジケーター

サイレン

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。

LED 付インジケーターとセキュ

車両ホーンの配線が切断された
場合でも警報します。

リティラベルが盗難抑止に役立
ちます。

＊ セキュリティ& セーフティパック プレミアム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。

20 ウィンドウ撥水 12ヶ月★

21 室内防臭 ロングタイプ★

●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。

●車内のいやなにおいを長期間防臭します。

●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。

●不快なワイパーのビビリ
（振動）を解消します。

●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。

●信頼と安心の、日産の 5 年保証付き。※

●油膜の付着を防止、冬場の霜取りも簡単です。

●優れた抗菌力で車内を清潔に保ちます。

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。
〈セキュリティラベル〉

19 5YEARS COAT Premium ★

143,000 円（取付費・消費税込）

2 ドアミラー自動格納装置
○

＊

施工後

「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。

3 超音波センサー
○

1 〜○
2
17 セキュリティ& セーフティパック エントリー （注 1 ）○

施工前

セキュリティ& セーフティパック スタンダードに、

※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しません。

○フロントウィンドウ 1 面撥水処理

8,360 円（取付費・消費税込）

○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

11,935 円（取付費・消費税込）

※その他のガラスへの施工についてはP8 の〈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。

●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）、スタンダードタイプの5YEARS COAT
82,500円（取付費・消費税込）もご用意しております。

●防ダニ効果もあります。

14,876 円（取付費・消費税込）
＊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。
★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 19 〜 21 の商品は、PIT WORK 取扱いの商品です。

6 バッテリー内蔵サイレン
○

＊

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。

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。

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。
初回車検時（ 3 年目）

新車登録時

加入 新車無料 1 か月点検まで ※ 2

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）

2 回目車検時（ 5 年目）

グッドプラスⅠ
保証開始

メーカー保証が切れた時点から

走行距離制限

加入時 ： 制限無し 保証終了 ： 10 万 km

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）
（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。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 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。

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！

21,700 円
（消費税込）

※ 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。）

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。
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OPTIONAL PARTS for FAIRLADY Z

部位

〈オプショナルパーツ一覧表〉
商品名

パッケージ

エアロパッケージ

ベーシックパックプラス
（注1）

空調

クリーンフィルター（＊）
（注2）
クリーンフィルタープレミアム
（＊）
（注2）

足まわり

アルミホイール
ホイールロックセット
合金鋼チェーンスペシャル（注3）
オートソック
（注3）
（注4）

電装

ジャッキセット
フットウェルランプ
セキュリティ&セーフティパック エントリー
（注5）
セキュリティ&セーフティパック スタンダード
（注5）
（注6）
セキュリティ&セーフティパック プレミアム
（注5）
（注7）
追加用リモコン
（注8）
ウインターブレード
（＊）
ウィンドウ撥水 12ヶ月
（＊）
（注9）
（注10）
超撥水ウインターブレード
（＊）

マッドガード
（注11）
（注12）

外装
リヤスポイラー

フロントスポイラー

#GAT：ミッドナイトブラック（P）
#XJS：イカズチイエロー（3P）
×スーパーブラック 2トーン
#NBQ：バーガンディー（PM）
#XBF：ブリリアントシルバー（M）
×スーパーブラック 2トーン
フロントスポイラー＋
#KAD：ダークメタルグレー（M）
リヤスポイラーのセット
#XJT：カーマインレッド（CM）
×スーパーブラック 2トーン
#XEX：ステルスグレー（P）
×スーパーブラック 2トーン
#XJR：セイランブルー（3PM）
×スーパーブラック 2トーン
#XKJ：プリズムホワイト（3P）
×スーパーブラック 2トーン
ブラック
ドライブレコーダー（フロント＋リヤ）
（DH5-S）
＋
AT用
シルバー
ホイールロックセット＋Nissanブランドロゴステッカー付
キッキングプレート
ナンバープレートロック＋フロアカーペット（AT用/MT用）
＋
ブラック
MT
用
キッキングプレート
（ブラック/シルバー）のセット
シルバー

「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」
18×9J FR、18×9J RR
スノータイヤ用
19×9.5J FR、19×10J RR
アルミホイール用セット、平座ナット、専用ポーチ付
245/45R18用
245/45R18用
275/35R19用
ジャッキ、
ホイールナットレンチ、
ジャッキロッド

ハーフボディカバー
（注24）
（注25）
ボディカバー
サンシェード
（注25）

ラディクール：Mサイズ
ポリエステル製、防炎仕様
ラディクール：タイプC
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
AT用
ラグジュアリー、
消臭機能付：1台分
MT用

内装

チャイルドセーフティシート
（注14）
（注15）
ISO FIX対応チャイルドセーフティシート（注15）
（注16）
ジュニアセーフティシート
（注15）
（注17）

テザーベルトタイプ
ハイバックタイプ

汎用品

キッキングプレート
（注1）

LED・白色発光

ラゲッジネット
トノカバー（注18）
ラゲッジカーペット
ラゲッジトレイ
照明付灰皿

ブラック

毛ばたき

システム商品

三角表示板
レスキューマンⅢ
（注19）
ホイールコート
（＊）
（注9）
タイヤコート
（＊）
（注9）
室内防臭 ロングタイプ
（＊）
（注9）
5YEARS COAT（＊）
（注9）
5YEARS COAT Premium（＊）
（注9）
5YEARS COAT Excellent（＊）
（注9）
セキュリティシステムオートキーパー（＊）
（注9）
ボディ床下コート クリア
（＊）
（注9）
ボディ床下コート ブラック
（＊）
（注9）

NISMOブレーキパッド（注20）
（注21）

NISMOスポーツマフラー（注21）
（注22）
（DH5-S）
（注23）
C A ドライブレコーダー（フロント）
N V ドライブレコーダー（フロント＋リヤ）
（DH5-S）
（注23）

139,000

各144,500
各139,000

フェアレディZ Version T、
フェアレディZ

144,500
139,000
各144,500

フェアレディZ Proto Spec・フェアレディZ Version ST・フェアレディZの9M-Atx車、
フェアレディZ Version T
フェアレディZ Proto Spec・フェアレディZ Version ST・フェアレディZの6MT車、
フェアレディZ Version S
全車
フェアレディZ Version T、
フェアレディZ
フェアレディZ Version ST、
フェアレディZ Version S
フェアレディZ Proto Spec
全車
フェアレディZ Version T、
フェアレディZ

10,296
19,800
42,800
63,800
78,800
8,360
10,318
8,360
11,935
3,575
11,748

全車
各36,850

75,900
各81,400
各75,900

フェアレディZ
フェアレディZ Version T、

81,400
75,900
各81,400

63,100
各5,280
全車

フェアレディZ Proto Spec・フェアレディZ Version ST・フェアレディZの9M-Atx車、
フェアレディZ Version T
フェアレディZ Proto Spec・フェアレディZ Version ST・フェアレディZの6MT車、
フェアレディZ Version S

ブラック
シルバー

全車

Ultrasuede®製

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
オーストリッチ、
グレー
停止表示板
カッター＋ハンマー
ホイール4本処理
タイヤ4本処理

全車

全車

4面施工見舞金なし

床下全面処理
足まわり部品処理
床下全面処理
足まわり部品処理
ホイールハウス処理（4箇所）
フロント用
リヤ用
テールフィニッシャー：110Φ×2

218,209
202,809
218,209
202,809
3,190
6,182
7,315
332,684
491,524
573,364
12,026
24,310
各17,600

フェアレディZ Proto Spec、
フェアレディZ Version ST、
フェアレディZ Version S
全車

シルバー
ブラック

樹脂製、1台分

フロアカーペット

取付費・消費税込または
消費税込本体価格（円）

適用車種

全車
インテリジェントキー用リモートキー
フロント用、右500mm、左450mm
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
ハッチバックガラス撥水処理
フロント用、右500mm、左450mm
#KAD：ダークメタルグレー（M）
#XBF：ブリリアントシルバー（M）
×スーパーブラック 2トーン
#XJR：セイランブルー（3PM）
×スーパーブラック 2トーン
#XJS：イカズチイエロー（3P）
×スーパーブラック 2トーン
（CM）
×スーパーブラック 2トーン
フロント用＋リヤ用：1台分 #XJT：カーマインレッド
#NBQ：バーガンディー（PM）
#GAT：ミッドナイトブラック（P）
#XEX：ステルスグレー（P）
×スーパーブラック 2トーン
#XKJ：プリズムホワイト（3P）
×スーパーブラック 2トーン
#GAT：ミッドナイトブラック（P）
#XJS：イカズチイエロー（3P）
×スーパーブラック 2トーン
#NBQ：バーガンディー（PM）
#XBF：ブリリアントシルバー（M）
×スーパーブラック 2トーン
#KAD：ダークメタルグレー（M）
#XJT：カーマインレッド（CM）
×スーパーブラック 2トーン
#XEX：ステルスグレー（P）
×スーパーブラック 2トーン
#XJR：セイランブルー（3PM）
×スーパーブラック 2トーン
#XKJ：プリズムホワイト（3P）
×スーパーブラック 2トーン

ドアエッジモール
（注13）

ナンバープレートロック

N
I
S
M
O

仕様

31,900
30,400
9,900
3,300
5,280
各49,800

45,639
55,000
50,300
59,800
44,400
11,000
54,500
24,100
17,600
2,200
22,000
49,500
3,520
2,530
5,500
3,300
14,876
82,500
143,000
264,000
15,180
16,940
8,470
21,780
18,150
3,630

フェアレディZ Proto Spec、
フェアレディZ Version ST、
フェアレディZ Version S

各41,800

全車

316,800
49,225
91,302

全車

カーライフ
商品コード

8LX00
8LX01
8LX02
8LX03
8LX04
8LX05
8LX06
8LX07
8LX08
8LX14
8LX15
8LX16
8LX17
8L2U4
8L2U7
8L2U8
8LA50
8LA51
8LA52
ZZB5H
8LBB0
8LBE0
8LBE1
8LCA0
8LDB0
8LE80
8LE70
8LE90
8LFM0
8LF1A
8LF60
8LF61
8LF63
8LF8A
8LH00
8LH01
8LH02
8LH03
8LH04
8LH05
8LH06
8LH07
8LH08
8LJ10
8LJ11
8LJ12
8LJ13
8LJ14
8LJ15
8LJ16
8LJ17
8LJ18
8LJE0
8LMN0
8LMN1
8LN00
8LN10
8LNM0
ZZL6E
ZZL6K
8LR00
8LR01
8LU11
8LU20
8LU61
8LUP0
8LUP1
8LW20
8LW80
8LWD0
8LWN0
ZZN42
ZZR43
ZZR23
ZZS05
ZZNB3
ZZV3B
ZZV60
ZZV52
ZZVFD
ZZVG3
ZZVH3
ZZVR0
ZZVU1
ZZVU2
ZZVUB
ZZVUD
ZZVUE
8LZ35
8LZ36
8LZB5
8L7F2
8L7F3

（注1）キッキングプレートは、
ドアの開閉に連動して点灯・消灯します。
（注2）
エアコンを快適にお使いいただくため、定期的な交換をお勧めします。交換時期目安：1年経過時または12,000km 走行時。
「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3）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4）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5）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6）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7）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）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10）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11）マッドガード非装着車に対して、最大でフロント約3mm、
リヤ約15mmダウンします。
（注12）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13）本キットは汎用品のため、車体色とは異なります。
（注14）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15）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16）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。日産純正 ISO FIX 対応チャイルドセーフティシートは、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。
（注17）車両装着時にヘッドレストと干渉する場合は、ヘッドレストを外してご使用ください。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18）
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。Ultrasuede®は、東レ株式会社のスエード調人工皮革です。
（注19）
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20）材質：ロースチー
ル材（カッパーフリー）、許容温度域：常温〜650℃。
（注21）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22）材質：ステンレス、センターパイプ：集合部φ65×1/2Way 部φ50.8×2、リヤマフラー：インレットパイプφ60.5×2/アウトレットパイプφ60.5×2/テールフィニッシャーφ110×2。2022年秋発売予定。
（注23）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。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。フロントカメラの取付位置は、フロントガラスセンター上部になります。
リヤカメラの取付位置は、リヤバンパーになります。
リヤカメラ装着の場合は字光式ナンバープレートとは同時装着できません。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24）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25）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。

●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。

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。

Z キーリング
新型「 Z 」のロゴをイメージしたキーリングです。

3,630 円（消費税込本体価格）8LRX0

〈 BLUE 〉

〈 YELLOW 〉

〈シリアルナンバープレート〉

〈シリアルナンバープレート〉

新型フェアレディＺの セイランブルー 、文字板の中央はハイウェイ

新型フェアレディＺイメージカラーの イカズチイエロー 、文字板の

路面のアスファルトをイメージしたマットな仕上がりでスポーティー

ドットパターンは特別仕様車のシートをイメージしています。

でシャープなイメージを強調しています。
背面

NISSAN Fairlady Z × CITIZEN ATTESA

Z インテリジェントキーケース

誕生から 35 周年を迎えた「シチズン アテッサ」とのコラボレーションモデル。
「フェアレディZ 」の挑戦の歴史、スポーツカーとして磨き上げてきた技術、妥協しないこだわりと、
「アテッサ」の挑戦し続ける姿勢、高い技術力、1 秒にかける想いがシンクロし、コラボレーションが実現しました。
○ BLUE

165,000 円（消費税込本体価格）8LRY3

○ YELLOW

新型「 Z 」の流線的な曲線をイメージした
インテリジェントキーケースです。

165,000 円（消費税込本体価格）8LRY4

○牛革製

5,720 円（消費税込本体価格）8LRX1

※特別限定生産（各色 100 本）､シリアルナンバープレート、インテリジェントキーケース（ KWA10-00N10 同等品）付き
外装 ガラス：サファイアガラス
（クラリティ・コーティング） ケース：スーパーチタニウム デュラテクトDLC（ブラック色） バンド：スーパーチタニウム デュラテクトDLC（ブラック色） 中留：三ツ折れプッシュタイプ
機能 キャリバー：H804 精度：±15秒/月
（非受信時） 光発電：10ヶ月
（パワーセーブ作動時） 機能：パーペチュアルカレンダー、
日中米欧電波受信、
クロノグラフ機能（1/20秒、60分計） 防水性能：10気圧防水 厚み：10.8mm/横幅：42.0mm
※詳細の仕様および性能についてはNISSAN/NISMO collectionカタログをご覧ください。

背面

Z イラスト T シャツ

Zドライビンググローブ

Z 車検証ケース

胸元のイラストは車両デザイナーが特別に描き下ろしました。

手に馴染みやすいイタリアンシープレザーを使用。

カーボンレザーと牛革のコントラストに

やわらかい素材感で、着心地のよいＴシャツです。

新型「 Z 」ロゴのボタンでアクセントを効かせました。

新型「 Z 」のメタルロゴが輝く車検証ケースです。

○ホワイト：サイズ S/M/L/LL/3L 各3,300円（消費税込本体価格）8LRYA/8LRYB/8LRYC/8LRYD/8LRYE

○サイズ L/LL

○ブラック：サイズ S/M/L/LL/3L 各3,300円（消費税込本体価格）8LRYF/8LRYG/8LRYH/8LRYJ/8LRYK

各 16,500 円（消費税込本体価格）8LRY1/8LRY2

19,800 円（消費税込本体価格）8LRY0

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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NISSAN collection

カーライフ コレクション for FAIRLADY Z
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。

取り扱いの商品は日産純正用品ではございません。
各メーカーの品質基準に適合した商品です。

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日産自動車が提供する商品です。

USB ケーブル

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。
2 ポート USB

カーアダプター

本体

●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 ）

●内容品明細

●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。

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）

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

車載用防災キット

14,299 円（消費税込本体価格）8LRZ0
（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。

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をセットにしました。
○ 1 人用

7,700 円（消費税込本体価格）ZZRW0

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IQOS 3 MULTI が同時にホールドできます。
（充電機能付）

隙間のホコリを吹き飛ばすブロアー機能を備えた、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
※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。

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。

Radi-CooI （ラディクール）
ラディクール製の放射冷却技術を採用し、一般的な製品に比べて、熱を放射することで、車室内の温度上昇を抑制できる特徴があります。

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。
〈セット内容〉

※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。

サンシェード

ハーフボディカバー

車外取付タイプの商品です。吸盤とサイドミラーに紐で固定し設置します。

サンシェードに比べて、車体を広くカバーすることで、車室内の温度上昇の抑制効果を高めます。

〇ラディクール：タイプ C

9,900 円（消費税込本体価格）8LNM0

〇ラディクール：M サイズ

31,900 円（消費税込本体価格）8LN00

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。※ただし、消耗
品は、通常の使用において消耗・劣化しますので保証の対象外となります。

http://www.carlifecollection.jp/

カーライフコレクション

●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 4 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。
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