
OPTIONAL PARTS OPTIONAL PARTS

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島1丁目1番1号
●本カタログの内容は2023年2月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。●本カタログに掲載されている写真は、印刷インキや撮影条件
などから、実際の色と異なって見えることがあります。●本カタログに掲載されている写真の一部は合成写真となります。なお、写真の小物類は撮影のための小道具です。

スピードおさえて、いい運転。シートベルトとチャイルドシートを忘れずに。

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応やお客さま満足度向上のために記録し活用させていただいております。なお、内容により販売会社から回答させていただくことが適切と当社が判断した場合には、当社の
要請に基づき販売会社からお客さまに直接ご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。なお、当社における個人情報の取り扱いに関する詳細は、上記「日産自動車ホームページ」に掲載しております。

www.nissan.co.jp お問い合わせはお近くの販売会社、または右記へどうぞ。 お客さま
相談室 （携帯も対応） ＞＞ 受付時間 9：00～17：000120-315-232

本カタログ掲載商品の保証期間は、お買い上げ
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。
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注）バランス調整にあたっては、ホイール内側への貼り付けタイプのバランスウェイトを使用す
ることができません。ホイールフランジへの打ち込みタイプのバランスウェイトをご使用く
ださい。なお、写真にはバランスウェイトは装着されていません。
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※写真はイメージです。

02 LEDフォグランプ （白色LED）

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。

○インテリジェント アラウンドビューモニターキャリブレーション作業除く 　
　標準幅車用：ハロゲンヘッドランプ仕様/LEDヘッドランプ仕様

各48,040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キャリブレーション作業含む
　標準幅車用：ハロゲンヘッドランプ仕様/LEDヘッドランプ仕様

各49,800円（取付費・消費税込）

エクステリアパーツ

存在感のあるエクステリアを追求。
EXTERIOR

こだわりの一台へ。
磨かれた洗練と機能をひとつに。

08-a マッドガード 成形タイプ （塗装）

タイヤがはね上げる小石や泥からボディを守ります。

各27,343円（取付費・消費税込）○成形タイプ（塗装）、ボディ各色：1台分

〈成形タイプ リヤ〉〈成形タイプ フロント〉

タイヤがはね上げる小石や泥からボディを守ります。

08-b マッドガード 板物タイプ （無塗装）

12,676円（取付費・消費税込）○板物タイプ（無塗装）：1台分

〈板物タイプ フロント〉 〈板物タイプ リヤ〉

〈点灯時〉 〈点灯時〉〈消灯時〉 〈消灯時〉

01 LEDグリルイルミネーション

暗闇の中で存在感を放つ白い輝き。グリルを交換することなく装着できるLEDの
イルミネーションです。クリアランスランプと連動してグリルイルミが点灯します。

○インテリジェント アラウンドビューモニターキャリブレーション作業含む
68,703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キャリブレーション作業除く
66,943円（取付費・消費税込）

07 ダークメタリックグレイ15インチアルミホイール

03 ヘビーデューティーラック

精悍なデザインが目を引くアルミホイール。ダークカラーが存在感を引き立たせます。

軽くて丈夫なアルミとスチールを部位ごとに使い分けたハイブリッドタイプを
採用しました。最大積載重量は100kgです。

119,900円（消費税込本体価格）/142,780円（取付費・消費税込）

118,800円（取付費・消費税込）

○195/80R15タイヤ用

○標準幅、標準ルーフ車用

04 LEDバルブ （ポジションランプ用）

夜間の視認性を高めるLEDバルブ。低消費電力・長寿命を実現し、
メンテナンスやバッテリーの負荷を軽減します。

8,360円（取付費・消費税込）

05 LEDバルブ （ライセンスランプ用）

ライセンスランプ用のバルブをLEDに交換することにより、
クリアで明るい印象を演出。ライセンスプレートの視認性も高まります。

7,480円（取付費・消費税込）

06 LEDバルブ （バックランプ用）

夜間のモニターやミラー越しの後方を明るく照らし、車庫入れをサポート。

9,680円（取付費・消費税込）
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12 ラゲッジフック 

荷室サイドにあるラゲッジフック用ナットに取付けられる専用フックです。
市販のバンドなどをかけて荷物を固定することができます。

○4個セット（フック本体、取付ブラケット、取付ボルト）

7,788円（取付費・消費税込）

●バン用

※写真のバンドは付属しません。
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〈横バー1本〉〈横バー2本＋縦バー2本〉〈横バー3本＋縦バー2本〉

標準装備のラゲッジユーティリティナットを活かして装着できる、3つのアイテムをご用意。荷物の形状や重さ、分量など様々な条件にも柔軟に対応します。

ルーフインナーバー

注）注）

ルーフ部

ウエスト部 ウエスト部

ルーフ部

注）注）

耐 荷 重 一 覧

ルーフインナーバー
縦バーの間隔調整が可能。
クロスバー1本あたり20kg

ラゲッジレール
レール1本あたりルーフ部20kg、ウエスト部12kg
（レール1本とフック2個で1セット。車両1台あたり最大上下左右4本装着可能）

ユーティリティフック フック1ヶ所あたりルーフ部5kg、ウエスト部3kg

※イラストはバンDX ロングボディ 
標準ルーフ。 
注）ラゲッジレールは、ルーフ最前部
のラゲッジユーティリティナット（点
線囲み部分）には取付できません。

ラゲッジレール

洋服を吊るすのはもち
ろん、アイデア次第で
ラゲッジスペースの
有効活用に役立ちます。

※写真のバンド、ロープは付属しません。

フックの間隔を調整でき
るので、自転車やバイク、
脚立といったものも転倒
させずに固定できます。

※写真のバンド、ロープは付属しません。

物を吊って使うことも可能です。
横置きできない植木や家具、
電化製品などの固定にも役立
ちます。

ユーティリティフック

10 ラゲッジレール （レール1本＋フック2個）

両サイドのルーフ部とウエスト部にレールを設置。レール上のお好きな位置に
フックを装着でき、フックの間隔の調整が可能。大きい荷物や不安定な物の転倒
防止などにフレキシブルに対応できます。

サーモグラフィ画像を比較すると、通常仕様のタープでは気温が上昇したことを
示す赤色に変化しているのに対し、ラディクール仕様のタープではその温度変
化が抑えられています。 11 ユーティリティフック （1セット2個入り）

便利で使いやすいユーティリティフックを設定。ルーフ部（片側最大6ヶ/8ヶ）、
ウエスト部（片側最大4ヶ/5ヶ）に装着可能です。（標準ルーフ/ハイルーフ）

○バンDX・EX用 20,743円（取付費・消費税込）

○バンプレミアムGX系用 20,743円（取付費・消費税込）

○バンDX・EX用 2,724円（取付費・消費税込）

○バンプレミアムGX系用 2,724円（取付費・消費税込）

ラゲッジスペースアイテム

エクステリアパーツ

ラゲッジユーティリティナット（標準装備）の活用で広がる、多彩な荷室アレンジ

LUGGAGE ROOM 1EXTERIOR
すぐれた自在性を実現するラゲッジ用アイテム。Radi-Cool（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、

車室内やタープ内の温度上昇を抑制できる特徴があります。

09 ルーフインナーバー

様々な物を吊るしたりできるルーフインナーバーをご用意しました。横、縦方向に組み合わせが可能なので使い方の幅が広がります。

　標準ルーフ1列/2列シートバンプレミアムGX系用 49,280円（取付費・消費税込）
　ハイルーフ1列/2列シート車用　 46,640円（取付費・消費税込）
　ハイルーフワイド幅車用 46,640円（取付費・消費税込）

○横バー2本、縦バー2本：○横バー3本、縦バー2本： ○横バー１本：

　ハイルーフ標準幅車用 16,610円（取付費・消費税込）
　ハイルーフワイド幅車用 16,610円（取付費・消費税込）
※ルーフインナーバー横バー1本はルーフ部後方から2番目のユーティリティナットに装着されます。

46,640円（取付費・消費税込）　標準ルーフ1列/2列シートバンDX・EX用 16,610円（取付費・消費税込）　標準ルーフ車用各58,520円（取付費・消費税込）　標準ルーフ1列シート車、4ドア車用/5ドア車用

54 カーサイドタープ

車体サイドやバックドアに設置します。
付属品の専用のポールを使用することでキャノピーとしても使用可能です。

○ラディクール 39,600円（消費税込本体価格）

55 サンシェード 56 ハーフボディカバー56 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。

○ラディクール：タイプB、ワイド幅車用                          ○ラディクール：Lサイズ 
：タイプC、標準幅車用                          

10,450円（消費税込本体価格） 36,300円（消費税込本体価格）
9,900円（消費税込本体価格）
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15 ラゲッジマット

荷物の汚れや搬入・搬出によるキズからラゲッジフロアを守ります。

○ロングボディ車、4ドア車用/5ドア車用 各30,800円（消費税込本体価格）

各35,200円（消費税込本体価格）○スーパーロングボディ車、4ドア車用/5ドア車用

●バンDX・EX（3人乗）用

写真はバンDXロングボディ専用です。

万一、走行中に荷物が倒れたりした際に、衝撃から窓を守ります。

13 ウインドウガードバー

○ロングボディ車用 10,372円（取付費・消費税込）

○スーパーロングボディ車用 14,772円（取付費・消費税込）

●バン用

フロント用（1列目後ろ）フロント用（1列目後ろ）

キャビンと荷室を区切り
冷暖房の効きを向上します。

17 仕切カーテン （フロント用）

キャビンと荷室を区切り
冷暖房の効きを向上します。

18 仕切カーテン （リヤ用）

○標準ルーフ車、4ドア車用/5ドア車用 ○標準ルーフ車、4ドア5ドア車兼用

各25,520円（取付費・消費税込） 26,400円（取付費・消費税込）

○ハイルーフ車、4ドア5ドア車兼用 ○ハイルーフ車、4ドア5ドア車兼用

25,520円（取付費・消費税込） 26,400円（取付費・消費税込）

○ワイド幅車用 ○ワイド幅車用

25,520円（取付費・消費税込） 26,400円（取付費・消費税込）

●バンDX・EXの
　リヤクーラー無車用 ●バンDX・EX用

リヤ用（2列目後ろ）リヤ用（2列目後ろ）

16 ステップボード

ステップを覆いフロアをフラットにし、積載性を高めたスチール製のステップボードです。

●バン用

○右側用　 11,524円（取付費・消費税込）

11,524円（取付費・消費税込）○左側用　

14 LEDラゲッジルームランプ 

ラゲッジフロア全体を明るく照らし、夜間の荷物の搬入搬出をサポートします。
バンDX・EXは車両後部天井に、バンAUTECH系、バンプロスタイル系・プレミアムGX系は車両後部左ピラーに設置されます。

●バン用

15,296円（取付費・消費税込）

18,753円（取付費・消費税込）

○ハーフトリム車：バンDX・EX用

○フルトリム車：バンAUTECH系、バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系用

〈バンDX・EX用 消灯時〉 〈バンAUTECH系、バンプロスタイル系・プレミアムGX系用 消灯時〉

〈バンDX・EX用 点灯時〉 〈バンAUTECH系、バンプロスタイル系・プレミアムGX系用 点灯時〉

ラゲッジスペースアイテム

ワークシーンをサポートする多彩なアイテム。
LUGGAGE ROOM 2

プロの期待に応える。
ワークシーンに役立つ装備をプラス。

※写真はイメージです。
※バンドは商品には含まれません。

（注）寒冷地仕様車には取付けできません（3人乗を除く）。また、スーパーロングボディのディーゼル車には取付けできません。
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25

日産純正のフロアカーペットは
意匠登録出願済です。

意匠登録
出願済

〈フロアカーペット使用時の注意事項〉フロント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。

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。

しっかり
固定

このラベルが
「日産純正」の証

ぴったり
装着

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。

〈フロントデュアルカーペット〉

〈フロントデュアルカーペット〉

〈リヤカーペット〉

写真はイメージです。

○リヤカーペット（消臭機能付）

　バンプレミアムGX系（2/3/5人乗） 　11,000円（消費税込本体価格）
　バンDX・EX（3/6人乗、4ドア車）用 　11,000円（消費税込本体価格）
　バンDX・EX（3/6人乗、5ドア車、低床）用 　11,000円（消費税込本体価格）

　ワゴンDX・EX（10人乗）用 　55,000円（消費税込本体価格）
　ワゴンGX（10人乗）ハイルーフ車/標準ルーフ車用 各55,000円（消費税込本体価格）
　マイクロバスGX（14人乗）用 66,000円（消費税込本体価格）

○リヤカーペットセット（消臭機能付）

　バンDX・EX（3/6/9人乗）用 　18,753円（消費税込本体価格）

20 フロアカーペット （リヤ用）

○フロントデュアルカーペット（消臭機能付）：
　フロアカーペット（消臭機能付）＋ラバーマット 
　標準幅車用/ワイド幅車用 各18,480円（取付費・消費税込）

テキスタイルのカーペットと、汚れや水に強いゴムマットのセット商品です。
ボタン着脱式のため、ビジネスシーンではゴムマット、
プライベートではカーペットなどシーンに合わせて使い分けられます。

19 フロアカーペット （フロント用）

21 フロアマット （ゴムマット）（フロント用）

〈フロント
フロアマット（ゴムマット）〉

○フロントフロアマット 
　標準幅車/ワイド幅車用 6,496円/7,055円（取付費・消費税込）

22 フロアマット （ゴムマット）（リヤ用）

○リヤフロアマットセット 
　バンDX・EX（3/6/9人乗）用   11,000円（消費税込本体価格）

○リヤフロアマット

　バンプレミアムGX系（2/3/5人乗） 　5,553円（消費税込本体価格）
　バンDX・EX（3/6人乗、4ドア車）用 　5,553円（消費税込本体価格）
　バンDX・EX（3/6人乗、5ドア車、低床/平床）用 各5,553円（消費税込本体価格）
　ワイドバンDX・EX（3/6人乗）用 　6,107円（消費税込本体価格）

25 シート全カバー （撥水機能付：1台分）

○バンDX・EX（3/6人乗）用 　29,228円（取付費・消費税込）

○バンGX（2/5人乗）用 　29,228円（取付費・消費税込）

○ワゴンDX・EX（10人乗）/ワゴンGX（10人乗）用 各73,040円（取付費・消費税込）

○マイクロバスGX（14人乗）用 90,200円（取付費・消費税込）

○バンDX・EX（3/6/9人乗）用    44,524円（取付費・消費税込）

○バンDX・EX（3人乗）用    16,447円（取付費・消費税込）

シートを汚れから守る専用カバーです。
撥水機能付で汚れなども簡単に拭き取ることが可能です。

○バンプレミアムGX系（2/3/5人乗）用 83,600円（取付費・消費税込）

26 車内カーテン （フロント・サイドウィンドウ1st・2nd・バックドア用一式）

外からの視線を遮断し、室内にプライベート感をもたらします。
休憩時や着替えの際にも役立ちます。

インテリアアイテム

乗るたびに、最上のやすらぎをもたらす快適アイテム。
INTERIOR

快適をさらに極めて。
細部にまで宿る心地よさを。

〈カーテン装着位置〉

※写真はイメージです。

〈マップランプ〉1灯式用

〈ルームランプ〉1個用

〈ラゲッジルームランプ〉

○ワゴンDX・EX、バンDX・EX用
○バンAUTECH系、バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系、
　ワゴンAUTECH系、ワゴンGX、マイクロバスGX用

4,180円（取付費・消費税込）

24 LEDバルブ （ラゲッジルームランプ用）

明るい白色光がラゲッジ内をくまなく照らし、
夜間の荷物の出し入れをサポートします。

4,620円（取付費・消費税込）

8 ・ 9
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○マップランプ：2灯式用/1灯式用
○ルームランプ：2個用/1個用   

8,360円/4,620円（取付費・消費税込）
8,360円/4,620円（取付費・消費税込）

23 LEDバルブ （マップランプ用/ルームランプ用）

マップランプとルームランプをLEDバルブへ交換。
明るく鮮やかな白色光が室内を照らします。



OPTIONAL PARTS for CARAVAN
日産オリジナルナビゲーション 

クルマの後ろまでも、しっかり確認。小さな物まで見えるから安全です。
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。

ドライビングサポート

※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。

モニターでの表示イメージ

●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「7インチ ディスプレイオーディオ」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。●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）カーライフ商品コード：M87C0  部品番号B8086-C9915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、バックドアフィニッシャーになります。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。

○日産オリジナルナビゲーション（MJ322D-W、MJ122D-W）付車用/7インチ ディスプレイオーディオ付車用

32 バックビューモニター （カラー映像）

○日産オリジナルナビゲーション（MJ322D-W、MJ122D-W）・7インチ ディスプレイオーディオ付車用
　インテリジェントキー無車用（フィニッシャー：樹脂） 38,762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対応 
インテリジェント アラウンドビューモニターも大画面で見られる。
市販ナビの場合、移動物を検知してもナビ画面では確認できません。

（日産調べ）

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。  

NAVIGATION & 
DRIVE RECORDER
最新ナビと『安心』、『安全』
アイテムをプラスした
お買い得パッケージ登場！！

バックドアを開ける余裕を確保できます。

※写真は当該車両とは異なります。

カメラ部

「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。

33 日産オリジナルドライブレコーダー（フロント＋リヤ）（DH5-D）
（日産オリジナルナビゲーション/7インチ ディスプレイオーディオ連動モデル）

ナビゲーション、ディスプレイオーディオ連動はもちろん、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。

76,302円/85,542円（取付費・消費税込）

47,992円（取付費・消費税込）

※写真はイメージです。画像はハメ込み合成です。

（注1）走行中は安全のため、テレビ・ビデオなどの映像は出力せず、音声のみとなります。（注2）再生できるUSBデバイスは、USBマスストレージクラスに対応したデバイスに限ります。USBハブ、マルチパーティションには対応しておりません。USBオーディオは音楽、動画共に著作権保護付きは非対応となります。USBデバイスを接続するに
は、別売のUSB接続ケーブル3,080円（消費税込本体価格）が必要となります。また取付には別途取付費がかかります。（注3）iPod®/iPhoneは、一部使用できない機種もあります。接続・使用可能なiPod®/iPhoneについては日産自動車ホームページ→購入サポート→アクセサリー（ナビ・オーディオ等）→ナビゲーション/オーディオをご
覧いただくか、カーライフアドバイザーにお問い合わせください。（注4）DVDビデオと音楽CDは同時使用できません。8cmCD、8cmDVDは使用できません。DVDビデオ再生ユニットでは、DVD-RAM、DVD-Audioは再生できません。また再生対応ディスクでも、ディスクの記録状態/ディスク本体の状態によっては再生を含めた機能の
一部がご使用できない場合があります。（注5）SD/SDHC/SDXC規格のSDカード対応していますが、規格内のSDカードでも、種類によってご使用できない場合があります。（注6）インテリジェントアラウンドビューモニターは、メーカーオプション設定となります。（注7）ETC2.0を使用するには、セットアップ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。ETC2.0本体に表示機能はありません。ナビゲーションのモニター画面への表示が可能です。（注8）8cmCDは使用できません。再生対応ディスクでもディスクの記録状態/ディスク本体の状態によっては再生できない場合があります。（注9）別途、SDカード（市販品）が必要となります。
●Bluetooth®およびBluetooth®ロゴはBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。● iPod®およびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき、使用されています。●VICSは、一般財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。

SDカード
音楽再生/
動画再生
（注1）（注5）

DVD
再生
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USBオーディオ
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USBオーディオ
音楽再生/        
動画再生

（USBケーブル別売）（注2）

AV機能

■ 標準  ■ オプション  ■ 設定なし

■ 標準  ■ オプション  ■ 設定なし

ドライブ
レコーダー
連動
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インテリジェント
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ビューモニタ－
対応（注6）

ナビ連動
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対応
（注7）

Bluetooth®
対応

（ハンズフリー通話、
Bluetooth®オーディオ）    

バックビュー
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対応

ドライブサポート機能

ドライブ
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（3年3回）

インテリジェント
アラウンド

ビューモニタ－
対応

ナビ連動
ETC2.0
対応

Bluetooth®
対応

（ハンズフリー通話、
Bluetooth®オーディオ）    

バックビュー
モニタ－
対応

ドライブサポート機能

タッチ
パネル

基本スペック

7インチ
ワイド
VGA

内蔵
メモリー
（16GB）

ナビ機能

4ヶ国語
対応

（日、英、中、韓）

ナビ/AV             
2画面表示

タッチ
パネル

基本スペック

7インチ
ワイド
VGA

内蔵
メモリー
（16GB）

ナビ機能

4ヶ国語
対応

（日、英、中、韓）

ナビ/AV             
2画面表示

本機種の最新情報は
こちらから

本機種の最新情報は
こちらから

注）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。

日産オリジナルナビゲーションや周辺機器等の
掲載情報は、適宜更新される情報がございます。
最新の情報は、2次元コードからご確認ください。

充実AV機能のベーシックモデル

30 MJ322D-W 〈ワイド2DINメモリータイプ〉〈インテリジェント アラウンドビューモニター対応モデル〉

182,177円（取付費・消費税込）

機能を厳選したシンプルモデル

31 MJ122D-W 〈ワイド2DINメモリータイプ〉

131,866円（取付費・消費税込）

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。

27 ETC2.0ユニット
   日産オリジナルナビゲーションMJ322D-W連動モデル
　　   〈ビルトインタイプ〉（BM19-D2）（注1、2） 

※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。

ETC2.0ユニット/ETCユニット AUDIO

ETC2.0ユニット日産オリジナルナビゲーション連動モデル。これまでのETC
車載器の機能に加え、一部自動車道の料金が割引になる等「ITSスポット」を通し
て次世代道路サービスを受けることが可能です。

スマートフォンと接続するだけで、普段使っている地図アプリや音楽再生アプリを
使うことができます。また、インテリジェント アラウンドビューモニターやバック
ビューモニターにも対応しています。

最新ナビとドライブレコーダー、バックビューモニター、さらにETC2.0ユニット/ETCユニットをセットにした安心安全装備のパッケージです。
ナビレコカメラお買い得パック（MJ322D-W）＋ETC2.0

※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。

※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。

※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。

27   ETC2.0ユニット（BM19-D2）

通常合計価格 インテリジェントキー無車用345,233円のところ  334,800円（取付費・消費税込）

4点パック合計価格

通常合計価格 インテリジェントキー無車用275,782円のところ 247,800円（取付費・消費税込）

4点パック合計価格

30  日産オリジナルナビゲーション
MJ322D-W

＋＋

33  日産オリジナルドライブレコーダー（フロント＋リヤ）（DH5-D）

33  日産オリジナルドライブレコーダー（フロント＋リヤ）（DH5-D）

＋＋

※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。

※写真は当該車両とは異なります。

32   バックビューモニター

＋＋

＋＋ ＋＋

※写真は当該車両とは異なります。

32   バックビューモニター

＋＋

4点パック

※2点、3点パックもございます。詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。

ナビレコカメラお買い得パック（MJ122D-W）＋ETC

31  日産オリジナルナビゲーション
MJ122D-W

4点パック

フロント用

フロント用 リヤ用

リヤ用

フロント用 リヤ用

ナビの大画面で
再生/操作/設定
ができる。

〇日産オリジナルナビゲーション再生画面例 〇スマートフォンアプリでのリアルタイム映像表示例

フロント用 リヤ用

ドライブレコーダー
の動画はこちらから

○インストロアフィニッシャー：ブラック

（注1）ETC2.0ユニット/ETCユニットを使用するには別途決済用の｢ETCカード｣と「セットアップ作業」
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。（注2）ETC2.0ユニットは､ETC
ユニットと同時に取付けできません。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。（注3）ETCユニット本体に表示はありません。ナビゲーションとの連動は
いたしません。音声ガイドのみとなります。 

注）走行中は安全のため、動画映像は出力せず、音声のみとなります。iPodは一部使用できない機種も
あります。接続・使用可能なiPodについては日産自動車ホームページ→アクセサリー→ナビゲーション&
オーディオをご覧ください。USBハブ、マルチパーティションには対応しておりません。

28,852円（取付費・消費税込）

28 ETCユニット音声ガイドモデル
　　   〈ビルトインタイプ〉（BM19-S）（注1、3） 

○インストロアフィニッシャー：ブラック

29 7インチ ディスプレイオーディオ

63,140円（取付費・消費税込）

28   ETCユニット（BM19-S）

10 ・ 11
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OPTIONAL PARTS for CARAVAN

57,037円（取付費・消費税込）○PUSHエンジンスターター付車用 58,056円（取付費・消費税込）○リモートコントロールエントリーシステム付車用

35 セキュリティ&セーフティパック エントリー

44,383円（取付費・消費税込）○電動格納式リモコンドアミラー付車用（注1）（注5） 40,192円（取付費・消費税込）○電動格納式リモコンドアミラー無車用（注1）（注2）（注5）

 カーアラーム

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。

日産オリジナルナビゲーション
が取り外されると、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。

ナビ盗難センサー
車両ホーンの
配線が切断
された場合
でも警報します。

サイレン
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。

セキュリティインジケーター＊1

 

○3

（セキュリティラベル）

写真は当該車両とは異なります。

ドアミラー自動格納

＊2 運転席側のフロント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。

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。

セーフティイルミネーション＊2

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。

取付け例

※電動格納式リモコンドアミラー無車では
　ドアミラー自動格納機能は作動しません。

○1 ○2

＊1 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。

39 チャイルドセーフティシート
　　 （インナークッション無/インナークッション付）

45,639円/53,000円（消費税込本体価格）
適用目安　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
注）体重7kg未満（参考年齢6ヶ月未満）まではチャイルドシートを後向きで使用する場合にはインナークッ
      ションをご使用ください。取付位置については車両の取扱説明書でご確認の上、正しくご使用ください。

40 ジュニアセーフティシート （ハイバックタイプ） 

50,300円（消費税込本体価格）
適用目安　体重15kg以上～36kg以下、身長100cm以上～150cm以下
注）取付位置については車両の取扱説明書でご確認の上、正しくご使用ください。

新生児対応

国土交通省新基準対応

お気に入りのナンバープレートを盗難から守ります。

38 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）

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。

ドライビングサポートセキュリティ/セーフティ

SECURITY & SAFETY
盗難抑止から、駐車時・乗降時の安心をプラスしました。

注）車両イルミに連動して夜間に消音できます。また、夜間もブザーを鳴らすことができますが、その場合は消音
      させることはできなくなります。

○標準幅車用、ワイド幅車バン用

○マイクロバス用

41 バックブザー （夜間消音機能付）

ギヤを「R」にシフトすると警告音で知らせます。
イルミネーションに連動し夜間は消音できます。

10,896円（取付費・消費税込）

16,176円（取付費・消費税込）

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。

36 カーアラーム（注3）（注5）

ドアをこじ開けると、専用のホーンとハザードで周囲に異常をお知らせします。

37 セーフティイルミネーション （注4）

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。

9,020円（取付費・消費税込）

（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（フロントドアのみ）の開閉に連動します。フロントドアのみしか設定がありません。
ナビ盗難センサーは、日産オリジナルナビゲーションとセットの場合に作動します。（注2）車両に電動格納式リモコンドアミラーが装備されておりませんので、本商品のドアミラー自動格納機能は作動しません。（注3）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4）点灯は運転席側ドア（フロントドアのみ）の開閉に連動します。フロントドアのみしか設定がありません。（注5）カーアラーム単品、セキュリティ&セーフティパック エントリーとリモコンエンジンスターターがセットになった商品もご用意しております。

30,334円（取付費・消費税込）
注）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。

93,584円（取付費・消費税込）
94,602円（取付費・消費税込）

45 リモコンエンジンスターター/
      セキュリティ&セーフティパック エントリーキット
○PUSHエンジンスターター、電動格納式リモコンドアミラー付車用

107,633円（取付費・消費税込）

  108,651円（取付費・消費税込）
○リモートコントロールエントリーシステム、電動格納式リモコンドアミラー付車用

  104,460円（取付費・消費税込）
○リモートコントロールエントリーシステム、電動格納式リモコンドアミラー無車用

46 リモコンエンジンスターター/カーアラームキット

○PUSHエンジンスターター付車用

○リモートコントロールエントリーシステム付車用※写真は当該車両とは異なります。

〈車内アンテナ〉〈リモコン本体〉

※写真は当該車両とは異なります。

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。 

42 リバース連動下向きドアミラー （助手席側）

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。

20,743円（取付費・消費税込）

43 ドアミラー自動格納

ドアの施錠に連動させ、ミラーを格納することができます。

11,880円（取付費・消費税込）

〈通常時〉

〈リバース時〉

44 リモコンエンジンスターター

離れた場所から、リモコン操作でエンジンを始動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、乗車前に冷暖房をきかせることが可能です。
主な機能 ： ●エンジンスタート/ストップ機能 ●リヤデフォッガー制御機能 ●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。） 
※車内アンテナは、ダッシュボード上に設置するタイプとなります。

リモコンエンジンスターターの使用上の注意：●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。 ●取扱い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。本商品とドアミラー自動格納装置を同時装着
した場合はリモコンエンジンスターターによるエンジン始動でドアミラーが展開します。また、エンジン回転中は自動格納いたしません。●ライトスイッチに『OFFまたは〇』の位置がある車両の場合、周囲が暗いときに
ライトスイッチが『AUTO』位置で、リモコンエンジンスターターでエンジンを始動すると、ヘッドランプが点灯します。点灯させたくない場合は、ライトスイッチを『OFFまたは〇』の位置にしてリモコンエンジンスターター
をご使用してください。暖機時間終了後は、エンジンが自動停止すると同時にヘッドランプも消灯し、バッテリー上がりを防止します。また、ライトスイッチに『 /OFF』の位置がある車両の場合、周囲が暗いときにリモ
コンエンジンスターターでエンジンを始動すると、ヘッドランプが点灯します。暖機時間終了後は、エンジンが自動停止すると同時にヘッドランプも消灯し、バッテリー上がりを防止します。●リモコンエンジンスターターと
カーアラーム単品、セキュリティ&セーフティパック エントリーがそれぞれセットになった商品もご用意しております。

○ドアロック連動
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OPTIONAL PARTS for CARAVAN

03 LEDバルブ ポジションランプ用

各46,284円（取付費・消費税込）

163,680円（取付費・消費税込）

75,320円（取付費・消費税込）

○標準幅車用/ワイド幅車用

○標準幅、標準ルーフ車専用

○インテリジェントアラウンド ビューモニターキャリブレーション作業含む

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＋フロアカーペット（フロントデュアルカーペット）の合計価格

ヘビーデューティーラック＋リヤラダーの合計価格

LEDグリルイルミネーション（標準幅車用、ハロゲンヘッドランプ仕様）＋LEDバルブ ポジションランプ用＋LEDバルブ ライセンスランプ用＋LEDバルブ バックランプ用の合計価格

汚れた車外の空気

クリーンなビタミンCエアークリーンなビタミンCエアークリーンなビタミンCエアー

プラスワンアイテム エクステリアLEDパック

ルーフラック＋リヤラダー

OTHERS PACKAGE
快適さと便利さを実感できる多彩なアイテムをラインアップ。 存在感と使い勝手のよさを高める、充実のラインアップ。

車内で小型電化製品を使用することができます。

51 マルチアウトレット （AC100V電源、最大出力100W）

○標準幅車用/ワイド幅車用 各29,334円（取付費・消費税込）

※写真は当該車両とは異なります。

●フィルターから放出されたビタミンCにより、お肌にうるおいを与えます。
●PM2.5（※）、花粉や花粉が砕けた花粉ユービッシュ体、ホコリ等の微粒子を取り除きます。
●排気ガスなどのイヤなニオイを活性炭で吸い取ります。
●空気中のアレルゲン（アレルギー原因物質）を捕えて働きを抑制します。

47 クリーンフィルタープレミアム

7,315円（取付費・消費税込）（※）PM2.5とは大気中に浮遊する粒子状物質で粒子径が2.5μm以下の
　　小さな粒子の総称であり、PM2.5を100％捕獲することはできません。

48 クリーンフィルター

●スギ、ヒノキなどほとんどの花粉やホコリを除去します。 ●排気ガス、タバコなどのイヤなにおいを活性炭で吸収します。
●空気中のアレルゲンの動きを抑制します。

○「花粉・におい・アレルゲン対応タイプ」 6,182円（取付費・消費税込）

○「花粉対応タイプ」 3,190円（取付費・消費税込）

花粉にプラス、におい・アレルゲンもがっちりガード

ロゴ無し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。〈7,700円（消費税込本体価格）〉

49 ナンバープレートリム （1枚）

○クロームメッキ
　（フロント用/リヤ用） 各2,200円（消費税込本体価格）

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。

＋＋＋＋

＋＋

＋＋

50 プラスチックバイザー

06 ヘビーデューティーラック

01 LEDグリルイルミネーション
　　（標準幅車用、ハロゲンヘッドランプ仕様）

19 フロアカーペット （フロントデュアルカーペット）

リヤラダー

※写真は当該車両とは異なります。

50 プラスチックバイザー
 　　（アクリル製、フロントセット）

小雨時にもウィンドウガラスを少し開けて、車内の換気ができます。

18,124円（取付費・消費税込）

49 ナンバープレートリムセット＋
38 ナンバープレートロック （クロームメッキ）

※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。

いつまでも、きれいなクルマにお乗りいただくために。

施工後施工前

新車のような光沢が 5年間持続
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。

53 ウィンドウ撥水 12ヶ月★

165,000円（取付費・消費税込） 

●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。※

●各機能・特性をさらに高いレベルで実現させた5YEARS COAT Excellent286,000円（取付費・消費税込）、
　スタンダードタイプの5YEARS COAT99,000円（取付費・消費税込）もご用意しております。

52 5YEARS COAT Premium★

○フロントウィンドウ1面撥水処理
   標準幅車用/ワイド幅車用 各9,328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   　
　標準幅車用/ワイド幅車用 各12,903円（取付費・消費税込） 

注）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。
※その他のガラスへの施工については〈オプショナルパーツ一覧表〉をご覧ください。

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。

雨の日もはっきり見える安心感

商品番号47、48、52、53の商品は、PIT WORK取扱いの商品です。★ 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。

※写真は当該車両とは異なります。

04 LEDバルブ ライセンスランプ用

＋＋

05 LEDバルブ バックランプ用

＋＋

73,560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キャリブレーション作業除く

※リヤラダーはカーライフコレクションの商品となります。
　保証につきましては、巻末に設けた「カーライフコレクション for  CARAVAN」ページをご覧ください。
　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。
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〈オプショナルパーツ一覧表〉
部
位 商 品 名 仕 様 適 用 車 種 取付費・消費税込または

消費税込本体価格（円）
カーライフ
商品コード

パ 

ッ 

ケ 

ー 

ジ

ベーシックパック（注1）（注2）（注3） 
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＋フロアカーペット（フロント
デュアルカーペット）（標準幅車用/ワイド幅車用）

標準幅車用 ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECH、
バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系、ワゴンGX、ワゴンDX・EX、バンDX・EX標準幅車 各46,284

M8X56

ワイド幅車用 バンDX・EXワイド幅車、マイクロバスGX M8X57

エクステリアLEDパック
（注5）（注6） 

LEDグリルイルミネーション（標準
幅車用、ハロゲンヘッドランプ仕様）＋
LEDバルブ（ポジションランプ用＋
ライセンスランプ用＋バックランプ用）

インテリジェントアラウンドビュー
モニターキャリブレーション作業除く バンプレミアムGXプロスタイル・バンプレミアムGX・ワゴンGXのLEDヘッドランプ無車、 

ワゴンDX・EX、バンDX標準幅車、バンEX標準幅LEDヘッドランプ無車
73,560 M8XB0

インテリジェントアラウンドビュー
モニターキャリブレーション作業含む（注4） 75,320 M8XB1

ナビレコお買い得パック 

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

全車

248,047 M8X9T
日産オリジナルナビゲーションMJ322D-W＋ドライブレコーダー
（フロント＋リヤ）（DH5-D）＋ETC2.0ユニット（BM19-D2） 296,039 M8X9U

日産オリジナルナビゲーションMJ122D-W＋ドライブレコーダー（フロント＋リヤ）（DH5-D） 180,187 M8X9W

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＋
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（BM19-D2）  インテリ

ジェント            
キー無車用

ワゴンDX・バンDXのインテリジェントアラウンドビューモニター無車
334,800 M8X9V

日産オリジナルナビゲーションMJ122D-W＋
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（BM19-S）

247,800 M8X9X

ルーフラック＋リヤラダー（注7） 標準幅、標準ルーフ車専用
ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECHエクステリアセレクション、

バンAUTECH、バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系、ワゴンGX標準幅標準ルーフ車、
ワゴンDX・EX標準幅標準ルーフ車、バンDX・EX標準幅標準ルーフ車

163,680 M8XA0

空
　
調
クリーンフィルター（＊）（注8） 「花粉対応タイプ」 

全車
3,190 M82U4

「花粉・におい・アレルゲン対応タイプ」 6,182 M82U7
クリーンフィルタープレミアム（＊）（注8） 「最上級」 7,315 M82U8

足
ま
わ
り

ダークメタリックグレイ                                       
15インチアルミホイール（注57） 15×5.5JJ、インセット45 195/80R15タイヤ用 ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECH、

バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系、ワゴンGX、ワゴンDX・EX、バンDX・EX低床車、マイクロバスGX 142,780 M8A04

185/75R15タイヤ用 バンDX・EX平床車 143,308 M8A05

スチールホイール スノータイヤ用、15×5.5JJ、ブラック 低床車用 ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECH、
バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系、ワゴンGX、ワゴンDX・EX、バンDX・EX低床車、マイクロバスGX 73,612 M8AD3

平床車用 バンDX・EX平床車 74,140 M8AD4
ホイールカバー（注58） スチールホイール（スノータイヤ用）、15インチ用 

全車

32,912 M8B12

ホイールナット
スチールホイール（スノータイヤ用）（注9）

各6,600
M8B60

アルミホイール用、袋ナット（注10） M8B61

ホイールロックセット
アルミホイール用セット、袋ナット、専用ポーチ付（注10）

各10,340
ZZB5F

スチールホイール用セット、標準ナット、専用ポーチ付 バンプレミアムGX系、ワゴンGX、ワゴンDX・EX、バンDX・EX、マイクロバスGX ZZB5G

スチールチェーン（注11） 195/80R15用 ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECH、
バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系、ワゴンGX、ワゴンDX・EX、バンDX・EX低床車、マイクロバスGX 19,800 M8BA2

185/75R15用 バンDX・EX平床車 17,800 M8BA3

オートソック（注11）（注12） 195/80R15用 ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECH、 
バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系、ワゴンGX、ワゴンDX・EX、バンDX・EX低床車、マイクロバスGX 各17,600

M8BE0

185/75R15用 バンDX・EX平床車 M8BE1
ジャッキ ジャッキ、ジャッキロッドA、ジャッキロッドB、ツールバッグ、輪止め、ジャッキプレート

ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、ワゴンGX、ワゴンDX・EX
19,173 M8CA0

スペアタイヤ用ホイールキット（注13） スペアタイヤハンガー、六角ボルト、ガイドパイプ、六角ネジ、ホイール、
エアバルブ、補助ストラップ、スペアタイヤハンガーラベル 30,173 M8AF0

電
　
装

LEDフォグランプ
白色LED、
フィニッシャー、ブラケット、コンビ
スイッチセット

インテリジェントアラウンドビュー
モニターキャリブレーション作業除く バンAUTECHエクステリアセレクション、バンプレミアムGXプロスタイル、

 バンプレミアムGX、ワゴンDX・EX、バンDX・EX
66,943 M8C40

インテリジェントアラウンドビュー
モニターキャリブレーション作業含む（注4） 68,703 M8C41

LEDグリルイルミネーション（注5） 

標準幅車用、ハロゲンヘッドランプ仕様
インテリジェントアラウンドビュー
モニターキャリブレーション作業除く

バンプレミアムGXプロスタイル・バンプレミアムGX・ワゴンGXのLEDヘッドランプ無車、
ワゴンDX・EX、バンDX標準幅車、バンEX標準幅LEDヘッドランプ無車

各48,040
M8CH5

標準幅車用、LEDヘッドランプ仕様
ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECH、
バンGRANDプレミアムGXプロスタイル、バンGRANDプレミアムGX、バンプレミアムGXプロスタイル・                                           

バンプレミアムGX・ワゴンGXのLEDヘッドランプ付車、バンEX標準幅LEDヘッドランプ付車
M8CH6

標準幅車用、ハロゲンヘッドランプ仕様 インテリジェントアラウンドビュー
モニターキャリブレーション作業含む
（注4）

バンプレミアムGXプロスタイル・バンプレミアムGX・ワゴンGXのLEDヘッドランプ無車、 
ワゴンDX・EX、バンDX標準幅車、バンEX標準幅LEDヘッドランプ無車

各49,800
M8CH7

標準幅車用、LEDヘッドランプ仕様
ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECH、
バンGRANDプレミアムGXプロスタイル、バンGRANDプレミアムGX、バンプレミアムGXプロスタイル・                                                              

バンプレミアムGX・ワゴンGXのLEDヘッドランプ付車、バンEX標準幅LEDヘッドランプ付車
M8CH8

LEDラゲッジルームランプ フルトリム車用 バンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECH、バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系 18,753 M8D50
ハーフトリム車用（注6） バンDX・EX 15,296 M8D51

LEDバルブ（注6）

マップランプ（2灯式）用 ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECHエクステリアセレクション、
バンAUTECH、バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系、ワゴンGX、マイクロバスGX 各8,360

M8DSN 
ルームランプ（2個）用 M8DSV
マップランプ（1灯式）用

ワゴンDX・EX、バンDX・EX 各4,620
M8DSP

ルームランプ（1個）用 M8DSR

ラゲッジルームランプ用 
4,180 M8DS5

ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECHエクステリアセレクション、
バンAUTECH、バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系、ワゴンGX、マイクロバスGX 4,620 M8DSW

ポジションランプ用 バンプレミアムGXプロスタイル・バンプレミアムGX・ワゴンGX・マイクロバスGXのLEDヘッドランプ無車、
ワゴンDX・EX、バンDX、バンEXのLEDヘッドランプ無車 8,360 M8DSS

ライセンスランプ用 
全車

7,480 M8DST
バックランプ用 9,680 M8DSU

セキュリティ&セーフティパック                                              
エントリー（注14） 

電動格納式リモコンドアミラー付車用
ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECH、バンプロスタイル系、
バンプレミアムGX系、ワゴンGX、マイクロバスGX、ワゴンEX、バンEX、ワゴンDX・バンDX（ルートバン含む）の寒冷地仕様車、

ワゴンDX・バンDX（ルートバン含む）のインテリジェントアラウンドビューモニター＋スマートリヤビューモニター付車
44,383 M8E8C

電動格納式リモコンドアミラー無車用（注15） ワゴンDX・バンDX（ルートバン含む）の寒冷地仕様無車、ワゴンDX・バンDX（ルートバン含む）の
インテリジェントアラウンドビューモニター＋スマートリヤビューモニター無車 40,192 M8E8D

カーアラーム（注17） 
全車

30,334 M8EG6
セーフティイルミネーション（注18） 9,020 M8EW0

リバース連動下向きドアミラー（助手席側）                       
（注19）

ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECH、バンプロスタイル系、
バンプレミアムGX系、ワゴンGX、マイクロバスGX、ワゴンEX、バンEX、ワゴンDX・バンDX（ルートバン含む）の寒冷地仕様車、

ワゴンDX・バンDX（ルートバン含む）のインテリジェントアラウンドビューモニター＋スマートリヤビューモニター付車
20,743 M8EX2

バックブザー（注20） 夜間消音付
標準幅、ワイド幅車バン用 バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系、ワゴンGX、ワゴンDX・EX、バンDX・EX 10,896 M8FG0
マイクロバス用 マイクロバスGX 16,176 M8FG1

追加リモコン（注21）
2ボタン バンAUTECHエクステリアセレクション・バンAUTECH・バンプロスタイル系・

バンプレミアムGX系のワンタッチオートスライドドア（助手席側）無車
各8,360

M8FM2

3ボタン ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、ワゴンGX、バンAUTECHエクステリアセレクション・
バンAUTECH・バンプロスタイル系・バンプレミアムGX系のワンタッチオートスライドドア（助手席側）付車 M8FM3

部
位 商 品 名 仕 様 適 用 車 種 取付費・消費税込または

消費税込本体価格（円）
カーライフ
商品コード

電
　
装

リモコンエンジンスターター（注22） PUSHエンジンスターター付車用 ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECHエクステリアセレクション、
バンAUTECH、バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系、ワゴンGX 57,037 M8FY6

リモートコントロールエントリーシステム付車用 ワゴンDX・EX、バンDX・EX、マイクロバスGX 58,056 M8FY7

リモコンエンジンスターター/                                               
セキュリティ&セーフティパック                                               
エントリーキット（注24） 

PUSHエンジンスターター、電動格納式リモコンドアミラー付車用 ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECHエクステリアセレクション、
バンAUTECH、バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系、ワゴンGX 107,633 M8FZU

リモートコントロールエントリーシステム、
電動格納式リモコンドアミラー付車用

マイクロバスGX、ワゴンEX、バンEX、ワゴンDX・バンDX（ルートバン含む）の寒冷地仕様車、ワゴンDX・
バンDX（ルートバン含む）のインテリジェントアラウンドビューモニター＋スマートリヤビューモニター付車 108,651 M8FZV

リモートコントロールエントリーシステム、
電動格納式リモコンドアミラー無車用

ワゴンDX・バンDX（ルートバン含む）の寒冷地仕様無車、ワゴンDX・バンDX（ルートバン含む）の
インテリジェントアラウンドビューモニター＋スマートリヤビューモニター無車 104,460 M8FZW

リモコンエンジンスターター/                                               
カーアラームキット（注24） 

PUSHエンジンスターター付車用 ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECHエクステリアセレクション、 
バンAUTECH、バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系、ワゴンGX 93,584 M8GE4

リモートコントロールエントリーシステム付車用 ワゴンDX・EX、バンDX・EX、マイクロバスGX 94,602 M8GE5

ドアミラー自動格納（注25） ドアロック連動
ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECH、バンプロスタイル系、
バンプレミアムGX系、ワゴンGX、マイクロバスGX、ワゴンEX、バンEX、ワゴンDX・バンDX（ルートバン含む）の寒冷地仕様車、

ワゴンDX・バンDX（ルートバン含む）のインテリジェントアラウンドビューモニター＋スマートリヤビューモニター付車
11,880 M8GA1

マルチアウトレット（注26） 標準幅車用、AC100V電源（最大出力100W） ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECH、
バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系、ワゴンGX、ワゴンDX・EX、バンDX・EX標準幅車 各29,334

M8GU1

ワイド幅車用、AC100V電源（最大出力100W） バンDX・EXワイド幅車、マイクロバスGX M8GU2

外
　
装

ウインターブレード（＊）
標準幅車用、フロント右側：525mm、左側：450mm ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECH、      

バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系、ワゴンGX、ワゴンDX・EX、バンDX・EX標準幅車 10,076 M8F1A

ワイド幅車用、フロント右側：575mm、左側：525mm バンDX・EXワイド幅車、マイクロバスGX 13,321 M8F1B
リヤ：340ｍｍ 全車 2,970 M8F1C

ウィンドウ撥水 12ヶ月（＊）（注27）（注28）

標準幅車用
フロントウィンドウ撥水処理 ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECH、

バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系、ワゴンGX、ワゴンDX・EX、バンDX・EX標準幅車
9,328 M8F60

フロントウィンドウ＋フロントドア撥水処理 12,903 M8F61

ワイド幅車用
フロントウィンドウ撥水処理 

バンDX・EXワイド幅車、マイクロバスGX 9,328 M8F62
フロントウィンドウ＋フロントドア撥水処理 12,903 M8F63

リヤドア＋リヤサイド撥水処理
全車

7,150 M8F64
バックガラス撥水処理 5,390 M8F65

マッドガード（成形塗装タイプ：1台分）                                  
（注29）（注30）                                                        

#QM1：ホワイト バンプレミアムGX系、ワゴンGX、ワゴンEX、バンEX、マイクロバスGX

各27,343

M8H01
#K23：ブリリアントシルバー（M） バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系、ワゴンGX、ワゴンEX、バンEX、マイクロバスGX M8H02

#BW5：ダークブルー（P） ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECHエクステリアセレクション・バンAUTECHのサイドシル
プロテクター無車、バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系、ワゴンGX、ワゴンEX、バンEX、マイクロバスGX M8H08

#CAS：インペリアルアンバー（P） バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系、ワゴンGX、ワゴンEX、バンEX、マイクロバスGX M8H09

#KAD：ダークメタルグレー（M） ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECHエクステリアセレクション・バンAUTECHのサイドシル      
プロテクター無車、バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系、ワゴンGX、ワゴンEX、バンEX、マイクロバスGX M8H0B

#KBY：ステルスグレー（P） バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系、ワゴンGX、ワゴンEX、バンEX、マイクロバスGX M8H0D
#GAT：ミッドナイトブラック（P） ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECHエクステリアセレクション・バンAUTECHのサイドシル

プロテクター無車、バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系、ワゴンGX、ワゴンEX、バンEX、マイクロバスGX
M8H0E

#QAC：ピュアホワイトパール（3P） M8H0F
マッドガード（板物無塗装タイプ：1台分）
（注30）（注31）   全車

12,676 M8H20

プラスチックバイザー アクリル製 18,124 M8HH1

ヘビーデューティーラック（注32） 標準幅、標準ルーフ車用 ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECH、
バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系、ワゴンGX・ＤＸ・EX標準幅標準ルーフ車、バンDX・EX標準幅標準ルーフ車 118,800 M8KD1

カーサイドタープ（注59） ラディクール
全車

39,600 M8LH0
ハーフボディカバー（注59）（注60） ラディクール：Lサイズ 36,300 M8N00

サンシェード（注60）
ラディクール：タイプB、ワイド幅車用 バンDX・EXワイド幅車、マイクロバスGX 10,450 M8NM0

ラディクール：タイプC、標準幅車用 ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECH、
バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系、ワゴンGX、ワゴンDX・EX、バンDX・EX標準幅車 9,900 M8NM1

ナンバープレートリム（注1） 
ブラック

フロント用

全車

各1,100
M8NP1

リヤ用（注2） M8NP2

クロームメッキ
フロント用

各2,200
M8NP3

リヤ用（注2） M8NP4
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1）（注2） 

ブラック 1台分、リム2枚＋ 
ロゴ無しロックボルト3本（キー付）

5,500 M8NP5
クロームメッキ 7,700 M8NP6

ナンバープレートロック（注1） ロゴ無しロックボルト3本（キー付） 3,300 ZZL6E
Nissanブランドロゴステッカー付、ロックボルト3本（キー付） 5,280 ZZL6K

内
　
装

フロアカーペット

フロントデュアルカーペット、
消臭機能付（注3） 

標準幅車用 ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECH、
バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系、ワゴンGX、ワゴンDX・EX、バンDX・EX標準幅車 各18,480

M8R16

ワイド幅車用 バンDX・EXワイド幅車、マイクロバスGX M8R17

リヤカーペット、 
消臭機能付

バンプレミアムGX（2/3/5人乗）用 バンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECH、バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系
各11,000

M8R2K
バンDX・EX（3/6人乗4ドア）用 バンDX・EX（3/6人乗4ドア） M8R2L
バンDX・EX（3/6人乗5ドア、低床）用 バンDX・EX（3/6人乗5ドア、低床） M8R2M

リヤカーペットセット、        
消臭機能付

バンDX・EX（3/6/9人乗）用 バンDX・EX（3/6/9人乗） 18,753 M8R2N
ワゴンDX・EX（10人乗）用 ワゴンDX・EX（10人乗）

各55,000
M8R2P

ワゴンGX（10人乗）ハイルーフ車用 ワゴンGX（10人乗）ハイルーフ車 M8R2R
ワゴンGX（10人乗）標準ルーフ、オートスライド付車用 ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、ワゴンGX（10人乗）標準ルーフオートスライド付車 M8R2U
マイクロバスGX（14人乗）用 マイクロバスGX（14人乗） 66,000 M8R2T

フロアマット（ゴムマット）

フロントフロアマット 標準幅車用 ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECH、  
バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系、ワゴンGX、ワゴンDX・EX、バンDX・EX標準幅車 6,496 M8R34

ワイド幅車用 バンDX・EXワイド幅車、マイクロバスGX 7,055 M8R35

リヤフロアマット

バンプレミアムGX（2/3/5人乗）用 バンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECH、バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系

各5,553

M8R46
バンDX・EX（3/6人乗4ドア）用 バンDX・EX（3/6人乗4ドア） M8R47
バンDX・EX（3/6人乗5ドア、低床）用 バンDX・EX（3/6人乗5ドア、低床） M8R48
バンDX・EX（3/6人乗5ドア、平床）用 バンDX・EX（3/6人乗5ドア、平床） M8R49
ワイドバンDX・EX（3/6人乗）用 バンDX・EX（3/6人乗）ワイド幅車 6,107 M8R4B

リヤフロアマットセット バンDX・EX（3/6/9人乗）用 バンDX・EX（3/6/9人乗） 11,000 M8R4A

シート全カバー 撥水機能付

バンDX・EX（3人乗）用 バンDX・EX（3人乗） 16,447 M8SHJ
バンDX・EX（3/6人乗）用 バンDX・EX（3/6人乗） 29,228 M8SHK
バンDX・EX（3/6/9人乗）用 バンDX・EX（3/6/9人乗） 44,524 M8SHL
バンGX（2/5人乗）用 バンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECH、バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系（2/5人乗） 29,228 M8SHM

4C
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OPTIONAL PARTS for CARAVAN

18 ・ 19

（注1）字光式ナンバ－プレ－トとはセットで装着できません。
（注2）リヤ用はナンバ－プレ－ト封印前に装着してください。
（注3）ボタンホックで脱着可能なテキスタイルカーペットとラバーマットのセット商品です。 カーペット部分単品でのご使用はしない
でください。ラバーマットのみでもご使用いただけます。ラバーマットのみでご使用の際は、必ず、フロアカーペットを完全に取り外し
た状態でご使用ください。
（注4）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「キャリブレーション作業含
む」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5）クリアランスランプと連動してグリルイルミネーションが点灯します。
（注6）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7）ルーフラックの最大積載重量は100kg、リヤラダーの耐荷重は80kgとなります。リヤコーナーセンサー、日産オリジナルドラ
イブレコーダー（フロント＋リヤ）とは両立しません。リヤラダーは、カーライフコレクション商品です。保証期間は3年（サプライヤー
保証）のみとなります。日産保証（3年または走行距離60,000kmまで）は対象外となりますのでご注意ください。
（注8）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。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」と「最上級」の同時装着はできません。
（注9）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。アルミホイールに使用される場合は、袋ナットタイプをご使用く
ださい。
（注10）車両標準装備のホイールカバーと同時装着はできません。
（注11）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12）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。なお、本商品をご使用の際は後輪にご装着ください。
（注13）ラゲッジルーム床下にスペアタイヤを格納するためのホイール、ハンガー、ガイドパイプ、取付部品のセットです。タイヤは含
まれておりませんので、別途195/80R15 96Sタイヤをお買い求めください。車両にジャッキは装備されておりません。必要に応じ
て別途お買い求めください。
（注14）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（フロントド
アのみ）の開閉に連動します。フロントドアのみしか設定がありません。ナビ盗難センサーは、日産オリジナルナビゲーションとセット
の場合に作動します。
（注15）車両に電動格納式リモコンドアミラーが装備されておりませんので、本商品のドアミラー自動格納機能は作動しません。
（注17）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18）点灯は運転席側ドア（フロントドアのみ）の開閉に連動します。フロントドアのみしか設定がありません。
（注19）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。
（注20）車両イルミに連動して夜間、消音できます。また、夜間もブザーを鳴らすことができますが、その場合は消音させることはで
きなくなります。
（注21）本部品にはメカニカルキーが付随しておりません。
（注22）ライトスイッチに『OFFまたは〇』の位置がある車両の場合、周囲が暗いときにライトスイッチが『AUTO』位置で、リモコンエ
ンジンスターターでエンジンを始動すると、ヘッドランプが点灯します。点灯させたくない場合は、ライトスイッチを『OFFまたは〇』
の位置にしてリモコンエンジンスターターをご使用してください。暖機時間終了後は、エンジンが自動停止すると同時にヘッドランプ
も消灯し、バッテリー上がりを防止します。また、ライトスイッチに『 /OFF』の位置がある車両の場合、周囲が暗いときにリモコ
ンエンジンスターターでエンジンを始動すると、ヘッドランプが点灯します。暖機時間終了後は、エンジンが自動停止すると同時にヘッ
ドランプも消灯し、バッテリー上がりを防止します。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。本商品とドアミラー自動格納装置を同時装着した場
合は、リモコンエンジンスターターによるエンジン始動でドアミラーが展開します。
（注24）本商品はリモコンエンジンスターターとセキュリティ&セーフティパックおよびカーアラームと、これら2つの商品を同時装着
するための部品が含まれます。同時装着する場合は本商品を選択してください。
（注25）リモコンエンジンスターターによるエンジン始動でミラーが開くことがあります。また、エンジン回転中はご使用できません。
（注26）医療機器・電源周波数の切替えのある機器・精密なデータを処理する機器・起動時の消費電力の大きい機器・サイリスタ制御
機器等は、使用しないでください。また、100W以下の電化製品でも、一部の携帯電話の充電器やゲーム機では、使用できない場合
があります。マルチアウトレットを使用しながら車両シガーライターやシガーライタープラグからのカーアクセサリーへの電源の供
給はしないでください。
（注27）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28）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。

●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。

部
位 商 品 名 仕 様 適 用 車 種 取付費・消費税込または

消費税込本体価格（円）
カーライフ
商品コード

内
　
装

シート全カバー 撥水機能付
ワゴンDX・EX（10人乗）用 ワゴンDX・EX（10人乗）

各73,040
M8SHN

ワゴンGX（10人乗）用 ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、ワゴンGX（10人乗） M8SHP
マイクロバスGX（14人乗）用 マイクロバスGX（14人乗） 90,200 M8SHQ

車内カーテン（注33） フロント、サイドウィンドウ1st、2nd、
バックドア用一式

バンプレミアムGX
（2/3/5人乗）用 バンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECH、バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系 83,600 M8T03

仕切カーテン（注34）

バンDX・EX、フロント用

標準ルーフ車、低床平床、4ドア用 バンDX・EX（3人乗、3/6人乗、3/6/9人乗）標準ルーフ、低床、4ドアのリヤクーラー無車

各25,520

M8TG7
標準ルーフ車、低床平床、5ドア用 バンDX・EX（3人乗、3/6人乗）標準ルーフ、低床平床、5ドアのリヤクーラー無車 M8TG8
ハイルーフ車、低床平床、4ドア5ドア兼用 バンDX・EX標準幅ハイルーフ、低床平床、4ドア5ドア、スーパーロングボディ、リヤクーラー無車 M8TG9
ワイド幅車用 バンDX・EXワイド幅のリヤクーラー無車 M8TGA

バンDX・EX、リヤ用

標準ルーフ車用、低床平床、4ドア5ドア兼用 バンDX・EX（3/6人乗）2WD車・バンEX（3/6人乗）4WD寒冷地仕様無車の標準ルーフ、低床平床、4ドア5ドア車

各26,400

M8TGB
ハイルーフ車用、低床平床、4ドア5ドア兼用
（注35）

バンDX・EX（3/6人乗、3/6/9人乗）標準幅ハイルーフ、低床平床、4ドア5ドア車、
バンEX（3/6人乗、3/6/9人乗）標準幅ハイルーフ、低床、4ドア5ドア寒冷地仕様無車 M8TGC

ワイド幅車用 バンDX・EX 2WDワイド幅車、バンEX 4WDワイド幅寒冷地仕様無車 M8TGD

ウインドウガードバー（注36）
ロングボディ、バン用 バンDX・EX（3/6人乗、3/6/9人乗）ロングボディ車、ルートバン以外のバンＤＸ・EX（3人乗）ロングボディ車 10,372 M8TZ0

スーパーロングボディ、バン用 バンDX・EXスーパーロングボディ（3人乗）4ドア車、（3人乗、3/6人乗）5ドア車、 
（3/6人乗、3/6/9人乗）4ドアスライドサイドウインドウ無車 14,772 M8TZ1

チャイルドセーフティシート（注37）（注38） インナークッション付（注39） ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECH、バンプロスタイル系、
バンプレミアムGX系、ワゴンGX、ワゴンDX・EX、バンDX・EX（3/6人乗、3/6/9人乗）、マイクロバスGX 53,000 M8U18

インナークッション無 全車 45,639 M8U19

ISO FIX対応チャイルドセーフティシート                          
（注37）（注38）（注40）

インナークッション付（注39） ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECH、バンプロスタイル系、
バンプレミアムGX系、ワゴンGX、ワゴンDX・EX、バンDX・EX（3/6人乗、3/6/9人乗）、マイクロバスGX 60,500 M8U27

インナークッション無 全車 55,000 M8U28
ISO FIX対応ベビーシート
（注38）（注40）（注41）

ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECH、バンプロスタイル系、
バンプレミアムGX系、ワゴンGX、ワゴンDX・EX、バンDX・EX（3/6人乗）、マイクロバスGX 42,376 M8U2B

ジュニアセーフティシート（注38）（注42） ハイバックタイプ 全車 50,300 M8U68

ステップボード（注61） 右側用 装着はバンDX・EXになりますが、仕様により異なりますので、
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。 各11,524

M8UG0
左側用 M8UG1

ラゲッジレール（注43） バンDX・EX用、レール1本＋フック2個付（注44） バンDX・EX
各20,743

M8W10
バンプレミアムGX用、レール1本＋フック2個付 バンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECH、バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系 M8W11

ルーフインナーバー                                                         
（注45）（注46）（注47）

標準ルーフ、1列シート、4ドア車用 
横バー3本、縦バー2本 バンDX・EX（3人乗）標準ルーフ4ドア車

各58,520
M8W12

標準ルーフ、1列シート、5ドア車用 バンDX・EX（3人乗）標準ルーフ5ドア車 M8W13
標準ルーフ、1列/2列シート、バンDX・EX用

横バー2本、縦バー2本
バンDX・EX（3人乗、3/6人乗）標準ルーフ車 46,640 M8W14

標準ルーフ、1列/2列シート、
バンプレミアムGX用 バンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECH、バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系 49,280 M8W15

標準ルーフ車用 横バー1本 バンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECH、 
バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系、バンDX・EX標準ルーフ車 16,610 M8W1A

ハイルーフ、1列/2列シート車用
横バー2本、縦バー2本 バンDX・EX（3人乗、3/6人乗）標準幅ハイルーフ車

各46,640
M8W16

ハイルーフ、ワイド幅車用 バンDX・EXワイド幅ハイルーフ車 M8W17
ハイルーフ、標準幅車用

横バー1本 バンDX・EX標準幅ハイルーフ車
各16,610

M8W1B
ハイルーフ、ワイド幅車用 バンDX・EXワイド幅ハイルーフ車 M8W1C

ラゲッジフック（注48） 4個セット：フック本体、取付ブラケット、取付ボルト バンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECH、バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系、バンDX・EX 7,788 M8W50

ユーティリティフック（注49） バンDX・EX用、1セット2個入り バンDX・EX
各2,724

M8W51
バンプレミアムGX用、1セット2個入り バンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECH、バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系 M8W52

ラゲッジマット（注50）

バンDX・EX（3人乗）、ロングボディ、4ドア車用 バンDX・EX（3人乗）ロングボディ4ドア車
各30,800

M8WC0
バンDX・EX（3人乗）、ロングボディ、5ドア車用 バンDX・EX（3人乗）ロングボディ5ドア車 M8WC1
バンDX・EX（3人乗）、スーパーロングボディ、4ドア車用 バンDX・EX（3人乗）スーパーロングボディ4ドア車

各35,200
M8WC2

バンDX・EX（3人乗）、スーパーロングボディ、5ドア車用 バンDX・EX（3人乗）スーパーロングボディ5ドア車 M8WC3

汎
用
品

照明付灰皿 汎用（カップホルダー置き）タイプ

全車

2,200 ZZN42

毛ばたき
コック、チャグロクロキャラ 22,000 ZZR43
オーストリッチ、グレー 49,500 ZZR23

三角表示板 停止表示板 3,520 ZZS05
レスキューマンⅢ（注51） カッター＋ハンマー 2,530 ZZNB3

シ
ス
テ
ム
商
品

ホイールコート（＊）（注27） ホイール4本処理 ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、ワゴンGX、ワゴンDX・EX 5,500 ZZV3B
タイヤコート（＊）（注27） タイヤ4本処理 全車 3,300 ZZV60
室内防臭ロングタイプ（＊）（注27） ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、バンプロスタイル系、ワゴンGX、ワゴンDX・EX 17,076 ZZV53
5YEARS COAT（＊）（注27）

全車
99,000 ZZVFF

5YEARS COAT Premium（＊）（注27） 165,000 ZZVG5
5YEARS COAT Excellent（＊）（注27） 286,000 ZZVH5

セキュリティシステムオートキーパー                                 
（＊）（注27）

4面施工見舞金なし ワゴンAUTECHエクステリアセレクション、バンAUTECHエクステリアセレクション、
バンAUTECH、バンプロスタイル系、バンプレミアムGX系、ワゴンGX、ワゴンDX・EX、

バンDX・EX（標準ルーフ3人乗ルートバン以外）、マイクロバスGX

15,180 ZZVR0
6面施工見舞金なし 19,580 ZZVR2
8面施工見舞金なし 23,980 ZZVR4

ボディ床下コート クリア（＊）（注27） 床下全面処理

全車

16,940 ZZVU1
足まわり部品処理 8,470 ZZVU2

ボディ床下コート ブラック（＊）（注27）
床下全面処理 21,780 ZZVUB
足まわり部品処理 18,150 ZZVUD
ホイールハウス処理（4箇所） 3,630 ZZVUE

グ
ッ
ズ

車検証ケース（注52） グレー、ウルトラスエード

全車

4,400 ZZRYR
車載用防災キット（注52） 1人用 7,700 ZZRW0

インテリジェントキーケース（注52） フルカバータイプ
レッドクローム

各1,980
ZZRU4

ブルークローム ZZRU5
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52） 14,299 M8RZ0

A
V
C
N

CD一体AM/FM電子チューナーラジオ ワイド2DINタイプ ワゴンDX・EX、バンDX・EX 27,170 M83R5
7インチ ディスプレイオーディオ 

オーディオレス車
63,140 M83E3

日産オリジナルナビゲーションMJ322D-W 
ワイド2DINメモリータイプ 182,177 M86G0

日産オリジナルナビゲーションMJ122D-W 131,866 M86G2
ナビゲーションロック 日産オリジナルナビゲーション用 日産オリジナルナビゲーション付車 3,300 ZZ7D1
ドライブレコーダー（フロント）（DH5-S） 全車 45,106 M87FT

部
位 商 品 名 仕 様 適 用 車 種 取付費・消費税込または

消費税込本体価格（円）
カーライフ
商品コード

A
V
C
N

ドライブレコーダー（フロント）（DH5-D） 日産オリジナルナビゲーション付車用 日産オリジナルナビゲーション付車 44,226 M87FU
7インチ ディスプレイオーディオ付車用 7インチ ディスプレイオーディオ付車 53,466 M87FV

ドライブレコーダー（フロント＋リヤ）
（DH5-S） 全車 77,182 M87FW

ドライブレコーダー（フロント＋リヤ）
（DH5-D） 

日産オリジナルナビゲーション付車用 日産オリジナルナビゲーション付車 76,302 M87FX
7インチ ディスプレイオーディオ付車用 7インチ ディスプレイオーディオ付車 85,542 M87FY

バックビューモニター 
日産オリジナルナビゲーション・
7インチ ディスプレイオーディオ付車、
インテリジェントキー無車用

フィニッシャー：樹脂 ワゴンDX・バンDXの日産オリジナルナビゲーション・7インチ ディスプレイオーディオ付
インテリジェントアラウンドビューモニター無車 38,762 M87JC

ETC2.0ユニット（BM19-D2）（注53） 
日産オリジナルナビゲーション
（MJ322D-W）連動モデル、
ビルトインタイプ

インストロアフィニッシャー：            
ブラック

日産オリジナルナビゲーション（MJ322D-W）付車 47,992 M85WC

ETCユニット（BM19-S）（注54）（注56） 音声ガイドモデル、ビルトインタイプ 全車 28,852 M85T8

（注29）マッドガード非装着車に対し、最大フロント約64mm、リヤ42mmダウンします。
（注30）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31）マッドガード非装着車に対し、最大フロント約44mm、リヤ53mmダウンします。
（注32）最大積載重量：100kg。
（注33）車両走行時には必ずカーテンを開け、後方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。また、補助パイプを付けた状態でフロントカーテンを閉じることはできません。フロントカーテンを閉
じて使用する場合、補助パイプは取外してください。
（注34）カーテンを取外した場合もカーテン取付け用のバーは車両に残ります。バーにカーテン以外のものをぶら下げないでくださ
い。
（注35）3列シート車への取付けは3列目の後ろとなります。3列シート車の場合2列目と3列目の間には取付けすることができませ
ん。ハイルーフ3/6/9人乗の車に仕切カーテンリヤ用とラゲッジレールを同時に取付ける場合、ラゲッジレールをウエスト部に取付
けできません。
（注36）ウインドウガードバーにものをぶら下げないでください。
（注37）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38）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39）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40）車両にISO FIXアンカーが搭載されておりませんので、本商品を使用する際はシートベルトでの固定になります。
（注41）適用目安は、体重新生児～13kg未満、身長新生児～85cm未満となります。
（注42）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43）耐荷重：ラゲッジレール1本あたりルーフ部20kg、ウエスト部12kg、長さバンDX・EX用：930mm、バンプレミアムGX用：
730mm。
（注44）リヤヒーター付車の右側ウエスト部には取付けできません。3/6/9人乗車には、ルーフ部（サードウィンドウ上部）への取付
けはできません。仕切りカーテン（ハイルーフ・リヤ用3/6/9人乗）と同時に取付ける場合、ウエスト部には取付けできません。
（注45）耐荷重：横バー1本あたり20kg。荷物は分散してかけるようにしてください。ぶら下がらないでください。バーをつかんでの
乗り降りはできません。車両仕様・積載物によっては、荷物がフロアに接触する場合があります。ラゲッジレールは、ウエスト部のみの
装着となります。
（注46）バーの仕様および取付位置については、横バー長さ：標準ルーフ用は1246mm、ハイルーフ用は1230mm、ハイルーフ
ワイド幅用2本は1390mm。縦バー長さ：標準ルーフ用横バー3本仕様は1920mm、標準ルーフ用横バー2本仕様は1140mm、
ハイルーフ（ワイド幅含む）用は1400mm。バーの直径は25.4mmです。縦バーは車両中央および左右にそれぞれ255mm、
470mmの位置に移動可能です。
（注47）標準取付け位置は取付取扱説明書をご覧ください。なお、GXグレードはルーフライニングのカット作業が必要ですのでご注
意ください。
（注48）荷室サイドにある取付け穴（ウェルドナット付）に、フック本体1個およびボルト（スプリングワッシャー一体）1個を使用して取付
けます。荷室サイドの取付け穴は、適用車種に対し5ドア低床車で8ヶ所（片側4ヶ所×2）、4ドア低床車で7ヶ所（右側3ヶ所、左側4ヶ
所）、平床車・バンプレミアムGX車で4ヶ所（片側2ヶ所×2）となります。
（注49）耐荷重：1ヶ所あたり、ルーフ部5kg、ウェスト部3kg。
（注50）厚さ：3.5mm。
（注51）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52）数に限りがありますので予めご了承ください。
（注53）ETC2.0ユニットを使用するには別途決済用の「ETCカード」と「セットアップ作業」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。 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。
（注54）ETCユニットを使用するには別途決済用の「ETCカード」と「セットアップ作業」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。ETCユニットは、ETC2.0ユニットと同時に取り付けできません。ETCユニット本体に表示はありません。
（注56）ナビゲーションとの連動はいたしません。
（注57）バランス調整にあたっては、ホイール内側への貼り付けタイプのバランスウェイトを使用することができません。ホイールフ
ランジへの打ち込みタイプのバランスウェイトをご使用ください。
（注58）標準装着のホイ－ルカバ－を夏・冬共用される時は不要です。
（注59）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60）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61）寒冷地仕様車には取付けできません（3人乗を除く）。また、スーパーロングボディのディーゼル車には取付けできません。
（＊）この商品はPIT WORK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。

リヤラダー

ヘビーデューティーラックと同時装着が可能な
リヤラダーです

※三菱電機株式会社の取扱商品です。

ETC2.0

ナビレス車や他社製ナビ、商用車利用のお客さまに
おすすめの音声ガイドモデル

ヘッドライト融雪ヒーター

ヘッドライトに貼り付ける融雪ヒーター  
外気温感知オートON/OFF機能搭載

素材：アルミニウム、耐荷重：80kg

ETC2.0ならではのおトクな料金&運転支援
情報サービスがこれ 1台で受けられる汎用
タイプの ETC2.0車載器です。

●音声ガイドモデルなので、ナビを選ばず、
   どんなおクルマにも装着可能です。
   ナビレス車にもおすすめです。
●高速道路を頻繁にご利用されるお客さまや、
   法人利用のおクルマにもおすすめです。

●2017 年 9 月より先行発売していた当機種は、三菱電機（株）の保証に準ずるため、「三菱電機 1 年保証」と
なります。カーライフ コレクションの「3 年保証」は適用されませんので、ご注意ください。

さらに詳しい情報をWEBに掲載しています。

http://www.carlifecollection.jp/
カーライフコレクションご購入後の修理・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。※三菱電機製ETC 2.0を除く。

保証について

カーライフ  コレクション   for CARAVAN
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。

リヤラダー

44,880円（取付費・消費税込）ZZKK0

ETC2.0車載器
33,880円（取付費・消費税込）M85X0

 

※精興工業株式会社の取扱商品です。

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。

ヘッドライトに貼り付ける融雪ヒーターです。
クリアランスランプ点灯、かつ外気温5℃以下になると自動でONになります。

※PIAA株式会社の取扱商品です。

ヘッドライト融雪ヒーター

●バッテリーに負担を掛けない
低消費電力。
片側わずか5Wで作動。

●洗車機使用可能。
（ブラシ式、高圧洗浄式
どちらにも対応）
●車検対応。

　25,784円（取付費・消費税込）ZZGF3
LEDヘッドランプ付車用
インテリジェントアラウンドビューモニターキャリブレーション作業除く

27,544円（取付費・消費税込）ZZGF4インテリジェントアラウンドビューモニターキャリブレーション作業含む

注1）標準幅・標準ルーフ車に装着が可能です。
注2）リヤラダーは、リヤコーナーセンサー（リヤ左右2センサー）、日産オリジナルドライブレコーダー（フロント＋リヤ）と同時に
       取付けできません。

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。

カーライフ   コレクション   for CARAVAN

システムキャリアや足元のドレスアップでアクティブなカーライフを

※株式会社阿部商会の取扱商品です。

●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。

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。

カスタムホイールのパイオニアが日産車専用のオリジナル商品を提供

ステイヤーVAN
専用設計サイズだから冬用タイヤにも、ドレスアップにも躍動感あるスポークデザインの「ステイヤー」

（15インチ） 標準タイヤ装着時 69,960円（取付費・消費税込）ZZA7Y
 標準タイヤ以外装着時 62,920円（取付費・消費税込）ZZA7Z

シルバー

※株式会社ウェッズの取扱商品です。

アクティブなライフスタイルをスタイリッシュに演出するインターナショナルブランドTHULEシステムキャリア

●フット　
TH753

●ウイングバーEVO（アルミ製）
TH7112（シルバー）、TH7114（シルバー）

●取付キット　
THKIT3122

各59,180円（取付費・消費税込）
ZZKYD/ZZKWR/ZZKWW

スーパーロングハイルーフ標準幅用/ 
スーパーロングハイルーフワイド用/
ロングボディ標準ルーフ用

●ウインタースポーツキャリア

 ・ Thule SnowPack Extender
   TH7325（ウイングバーEVO用）
54,560円（取付費・消費税込）ZZKQ9

積み降ろしを楽にする
スライド機能付き

●サイクルキャリア

 ・ Thule ProRide 598
   TH598（ウイングバーEVO用）
36,960円（取付費・消費税込）ZZKQR

簡単にサイクルを搭載できる
自動調整式フレームフォルダー

●サーフボードキャリア 

 ・ Thule Surfboard Carrier 8451
   TH8451（ウイングバーEVO用）
16,060円（取付費・消費税込）ZZKV7

バックル付きベルトが2枚までの
サーフボードを確実に固定。

●ルーフボックス

 ・ Thule Motion XT Alpine 
   TH6295-1（グロスブラック）
233,640円（取付費・消費税込）ZZKT5 

   TH6295（チタンメタリック）
233,640円（取付費・消費税込）ZZKT3

スマートなデザインで
尚且つ大容量なルーフボックス

ベースキャリア スキー、スノーボード、サイクルなど、様々なレジャーシーンに合わせたアタッチメントを豊富にご用意しております。アタッチメント

各69,080円（取付費・消費税込）
ZZKYF/ZZKWT/ZZKWY

スーパーロングハイルーフ標準幅用/ 
スーパーロングハイルーフワイド用/
ロングボディ標準ルーフ用

●フット　
TH753

●プロフェッショナルバー（アルミ製）
TH390、TH391

●取付キット　
THKIT3122 ●フォルドダウンロードストップ〔2個入り（バー1本分）〕

 ・ Fold Down Load Stop
   TH315（プロフェッショナルバー用）
16,060円（取付費・消費税込）ZZKGZ

サイドからラダーを積載・固定が可能
●ラダーチルト

 ・ Ladder Tilt 
   TH311（プロフェッショナルバー用）
138,160円（取付費・消費税込）ZZKTX

チルトダウン機能でラダーを楽に積み込み

ベースキャリア

■アクティブライフシリーズ

■プロフェッショナルシリーズ

アタッチメント（Professional）

注）スクエアーバー、ウイングバーEVO用


