OPTIONAL PARTS

OPTIONAL
O
PARTS

★

本カタログ掲載商品の保証期間は、お買い上げ
日またはお取付け日から3 年間です。ただしそ
の期間内でも走行距離が6万kmまでとします。
※一部商品（ 5YEARS COAT 、NISMO パーツ、日産グッズ、
DVD-ROM 、カーライフ コレクション他）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。

NOTE

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

www.nissan.co.jp

お問い合わせはお近くの販売会社、または右記へどうぞ。

お客さま
相談室

0120-315-232

（携帯も対応）＞＞ 受付時間 9：00 〜 17：00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応やお客さま満足度向上のために記録し活用させていただいております。なお、内容により販売会社から回答させていただくことが適切と当社が判断した場合には、当社の
要請に基づき販売会社からお客さまに直接ご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。なお、当社における個人情報の取り扱いに関する詳細は、上記「日産自動車ホームページ」に掲載しております。
スピ ード お さえて 、い い 運 転 。シ ートベ ルトとチャイ ルドシ ートを 忘 れ ず に 。
●本カタログの内容は2022年12月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。●本カタログに掲載されている写真は、印刷インキや撮影条件
などから、実際の色と異なって見えることがあります。●本カタログに掲載されている写真の一部は合成写真となります。なお、写真の小物類は撮影のための小道具です。

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島1丁目1番1号

OPTIONAL PARTS for NOTE

走りの 爽 快 感 が 加 速 する、スポ ーティなアクセント。
心が弾む、躍動感と存在感のあるエアロパ ーツ。胸が高鳴る、スピード感あふれるスタイル 。
さらに磨きをかけたスポーティなノートとなら、もっと軽やかに駆け抜けていける。
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オプショナルパーツ
WEBはこちらから

装着フィニッシャー色はダークメタルグレー。

Re ar bu mp er fini she r

エクステリアパーツにつきましては、

P4-5をご覧ください。写真はイメージです。
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EXTERIOR
選べる 3 つのカラーで、もっと自分らしく。

もっとスポーティなノートを演 出 。

04

06
エクステリアパッケージ（ダークメタルグレー）、ブラックグリルフィニッシャー装着車。

03

02

01

エクステリアパッケージ（ブラック）、ブラックグリルフィニッシャー、
ドアミラーカバー（ブラック）装着車。

エクステリアパッケージにつきましてはP18をご覧ください。写真はイメージです。

エクステリアアイテム

エクステリアアイテム

先進的でスタイリッシュな「シーケンシャルドアミラーウインカー」

01 フロントバンパーフィニッシャー
羽根のように薄くワイドなデザインがフロントフェイスをいっそう引き締め、
スポーティなキャラクターを引き立てます。アクセントカラーは選べる3 種類。
○ダークメタルグレー /ブラック/ シルバー
〈シルバー〉

各 45,540 円（取付費・消費税込）

注）フロントバンパーフィニッシャー非装着車に対して、最大約 16mm ダウンします。

02 サイドシルフィニッシャー
フロントバンバーフィニッシャーから伸びやかに連続する流れを表現。
デリケートな光のニュアンスがサイドビューをスマートに彩ります。
○ダークメタルグレー /ブラック/ シルバー
〈シルバー〉

各 67,100 円（取付費・消費税込）

注）サイドシルフィニッシャー非装着車に対して、最大約 38mm ダウンします。

内側から外側へ流れるように光るランプが、視認性をアップ。
（点灯イメージ）
〈シルバー〉

04 ドアミラーカバー （左右 1 台分セット）
さりげないアクセントがエクステリアの個性を際立たせる、
ドアミラーカバー。
○ブラック/ シルバー /カッパー

各 16,984 円（取付費・消費税込）

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。

03 リヤバンパーフィニッシャー
リヤバンパーの特徴あるキャラクターを強調し、リヤスタイルに
さらなる安定感をもたらします。アクセントカラーで個性も演出します。
○ダークメタルグレー /ブラック/ シルバー
〈シルバー〉

各 45,540 円（取付費・消費税込）

注）
リヤバンパーフィニッシャー非装着車に対して、最大約 39mm ダウンします。

オプショナルパーツ
WEBはこちらから

エクステリアパーツの
動画はこちらから

〈消灯時〉

〈経過中〉

〈点灯時〉

05 シーケンシャルドアミラーウインカー

06 ブラックグリルフィニッシャー

流れるようなウインカーランプと側面方向指示器の点灯モードを、

光沢感のあるブラックでグリルの存在感を際立たせ、フロントフェイスをさらに引き締めます。

車両標準のウインカーの点灯モードに同期させることで法規に対応。
○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
○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

39,800 円（取付費・消費税込）
41,560 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
○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

30,580 円（取付費・消費税込）
32,340 円（取付費・消費税込）

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。
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INTERIOR

インテリアアイテム

上質なトータルコーディネートが楽しめる、プレミアムなインテリア。

07 センターコンソールイルミネーション（上段用：白色発光）

08 センターコンソールイルミネーション（下段用：白色発光）

09 フットウエルランプ（運転席/助手席/後部座席用足元照明、白色発光）

センターコンソールの上段をスタイリッシュに照らします。

光が届きにくい下段をスタイリッシュに照らします。

前席と後席の足もとを白色の光で照らし出し、

小物などを取る時にも便利。

小物などを取る時にも便利。

車内を大人の空間に演出します。

○センターコンソール上段照明

17,160 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なって見える場合がございます。

○センターコンソール下段照明

22,660 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なって見える場合がございます。

イルミネーション
無車用

25,300 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な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。

イルミネーション
付車用

10 センターコンソールマット（上段用）

11 センターコンソールマット（下段用）

エラストマ製マットで、スマホなどの小物を置いた時に滑りにくく、傷つきも防止します。

ティッシュボックスやサングラスなどを置いても、ずれにくく収納しやすい、

○センターコンソールイルミネーション（上段用）無車用 / 付車用

10

リブ付のエラストマ製マット。取り外しも簡単で、掃除のしやすさも魅力です。
各 4,400 円（消費税込本体価格）

4,400 円（消費税込本体価格）

11

点灯時〈フロント〉

〈フロント〉

〈フロント〉

07/10

消灯時〈フロント〉

12 イルミキッキングプレート （電池式、LED・白色発光）
09

フロントのキッキングプレートが点灯します。足元の e-POWER ロゴが

08/11

浮かび上がり、乗車時の高揚感が高まる、先進性のあるデザインです。
〈リヤ〉

写真は本革調シートカバー（ブラック）、インテリアパネル（カーボン調）、3D デュアルカーペット（プレミアム）、日産オリジナルナビゲーション MM222D-L 、
センターコンソールイルミネーション（上段用・下段用）、センターコンソールマット（上段用・下段用）、フットウエルランプ、イルミキッキングプレート装着イメージです。画面はハメ込み合成です。

〈リヤ〉

○ブラック/ シルバー

各 33,660 円（取付費・消費税込）

注）フロントドアを開けてから約 30 秒後にイルミネーションが減光しながら消灯します。
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インテリアアイテム

インテリアアイテム
ラゲッジアイテム

乗り込むたび、気 分が上がる。

荷物に合わせてラゲッジスペースを有効活用できる、

センスと品 格 の あるインテリアアイテムをラインアップ。

便利な収納アイテム。

〈ロゴプレート拡大〉

毛足が長くラグジュアリーな印象のプレミアムフロアカーペット

13 3D デュアルカーペット （消臭機能付：1 台分）

14 フロアカーペット （消臭機能付：1 台分）

フロア形状に合わせて立体成型した樹脂マットと、ボタンで着脱できる

毛足が長く高級感のあるプレミアムなフロアカーペット。

プレミアムカーペットのセット。汚れや水を防ぎながら上質感を高めます。

メタルエンブレムを採用し、ワンランク上の洗練された空間を演出します。

○プレミアム：標準車用 / 寒冷地仕様車、4WD 車用
各 34,800 円（消費税込本体価格）

○プレミアム：標準車用 / 寒冷地仕様車、4WD 車用
各 29,700 円（消費税込本体価格）

日産純正の
フロアカーペットは
意匠登録出願中です。
ペットやタバコ、汗などの臭いを
消臭剤で吸着、分解し、いやな臭いを
軽減します。日産専用エンブレム付。

〈フロアカーペット使用時の注意事項〉
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。

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

〈ラゲッジアンダーボックス装着状態〉

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

17 ラゲッジアンダーボックス （天板付：前後 2 分割タイプ、2WD 車用）

等が車両のペダルに干渉して、ペダル
このラベルが
操作に支障をきたす場合があります。 「日産純正」の証

長物などが出し入れしやすい、フラットなラゲッジスペースを実現します。普段使わないモノを目隠ししながら
収納できます。天板は 2 分割となっているため、半分だけ開けるなどシーンに合わせた使い方が可能です。
〈ラゲッジアンダーボックス装着フラット状態〉

〈非装着〉

36,300 円（消費税込本体価格）

15 インテリアパネル
シフトノブ ベ ースフィニッシャーとパワーウィンドウスイッチフィニッシャー
シフトノブベースフィニッシャー用

カーボン調

シフトノブベースフィニッシャー用

金属調
（シルバー）

シフトノブベースフィニッシャー用

ハニカム調
（カッパー）

を、より個 性 的に演 出する加 飾パネル 。インテリアに合わせた立 体 感 の ある
デザインが魅力的な、3 タイプをご用意。
○インテリアパネル（シフトノブベースフィニッシャー用）
各 17,160 円（取付費・消費税込）
○インテリアパネル（ウィンドウスイッチフィニッシャー用）

ウィンドウスイッチフィニッシャー用

ウィンドウスイッチフィニッシャー用

ウィンドウスイッチフィニッシャー用

注）フロント・リヤの 4 点セットとなります。

各 38,280 円（取付費・消費税込）

〈 2WD ラゲッジアンダーボックス付車用〉

〈 2WD ラゲッジアンダーボックス無車用〉

16 本革調シートカバー （防汚機能付：1 台分）
愛着が湧く革小物をイメージし、質感のよさが際立つブラック、雰囲気を明るく
するアイボリー、個性的なオレンジタンの 3 つのカラーバリエーションをライン
アップ。ワンランク上の洗練されたインテリア空間へと誘います。
〈ブラック〉

〈アイボリー〉

〈オレンジタン〉

○ブラック/ アイボリー / オレンジタン

各 69,080 円（取付費・消費税込）

注）各内装色に合わせて設定をしておりますが、お好みで違う色の組み合わせもお選びいただけます。

〈収納時〉

18 トノカバー

19 ラゲッジソフトトレイ （防水機能付）

ラゲッジスペースを上からカバーできて、荷物を積載した状態でもスッキリと見せることができます。

ラゲッジ上に置ける防水仕様のワイドなトレイ。取り外して、汚れを簡単に洗い流せます。

○ブラック、バックドア連動仕様

25,080 円（取付費・消費税込）

○ 2WD ラゲッジアンダーボックス付車用 / 無車用 /4WD 車用

各 12,650 円（消費税込本体価格）
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NAVIGATION/AUDIO

ナビゲーション / オーディオ

9 インチ大 型モニター のナビゲーション、スマートフォン連 携のオーディオなど、

スタイルに合わせて選べます。

フラットで一体感の ある先進的なデザインの 9 インチ大型モニターを採 用したナビゲーション。
ディスプレイオーディオは、使い慣れたスマートフォンのアプリ を大きな画 面で操作できます。
※

※ Apple CarPlay/Android Auto™ 対応のアプリ。

詳しくはこちらから
写真はMM222D-L 装着イメージです。画面はハメ込み合成です。

写真はイメージです。画面はハメ込み合成です。

20-a 日産オリジナルナビゲーション MM222D-L （ 9インチ）

21 9 インチ ディスプレイオーディオ

スマートフォンを経由して無料部分地図更新ができるWi-Fi 搭載モデル。

スマートフォンと接続し、普段使っているアプリ※を大画面で操作できます。

〇日産オリジナルナビ取付パッケージ付車用

199,000 円（取付費・消費税込）

○日産オリジナルナビ取付パッケージ付車用

96,360 円（取付費・消費税込）

〇日産オリジナルナビ取付パッケージ無車用

229,404 円（取付費・消費税込）

○日産オリジナルナビ取付パッケージ無車用

99,132 円（取付費・消費税込）

〇日産オリジナルナビ取付パッケージ無車（本体＋2 スピーカー）用

241,504 円（取付費・消費税込）

○日産オリジナルナビ取付パッケージ無車（本体＋2 スピーカー）用

111,232 円（取付費・消費税込）

※ Apple CarPlay/Android Auto TM 対応のアプリ。

20-b 日産オリジナルナビゲーション MM222D-Le （ 9インチ）
Wi-Fi を搭載。ご家庭のレコーダーと接続できる「レコーダーリンク」に対応し、多彩な映像が車内で鑑賞できます。
〇日産オリジナルナビ取付パッケージ付車用

219,000 円（取付費・消費税込）

〇日産オリジナルナビ取付パッケージ無車用

249,404 円（取付費・消費税込）

〇日産オリジナルナビ取付パッケージ無車（本体＋2 スピーカー）用

261,504 円（取付費・消費税込）

AV 機能

基本スペック

9インチ
HD

静電
タッチ
パネル

USB

FM/AM
ラジオ

（ワイドFM 対応）

オーディオ
音楽再生 /
動画再生

ドライブサポート機能

iPod ®

音楽対応

Bluetooth®
Audio
対応

Apple
CarPlay/ バックビュー
Android モニター
対応
AutoTM対応

ハンズ
フリー
電話

インテリジェント
アラウンドビュー
モニター対応

ドライブ
レコーダー
連動

●日産オリジナルナビゲーション MM222D-L 、MM222D-Le と日産オリジナルドライブレコーダーに、ETC2.0 を
セットにしたナビレコお買い得パックもご用意しております。詳しくは P18 をご覧ください。

日産純正ナビゲーション・ディスプレイオーディオ機能一覧
取付費・消費税込本体価格

地図データ
メディア

写真は日産オリジナルナビゲーションMM222D-L 装着イメージです。画面はハメ込み合成です。

名

A

称

※2

MM222D-L
D MEMORY
※1
OP タイプ

3 年地図更新無料

（メモリータイプ）

※2

MM222D-Le
（メモリータイプ）

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。

＊新 車 無 料 6ヶ月点 検 、安 心 6ヶ月点 検 、法 定
1 2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。

写真は9インチ ディスプレイオーディオ装着イメージです。画面はハメ込み合成です。

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 、D V D - R O M 、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。

もしもの時にも安心サポート
グッドプラス保証
5 年間 10 万キロまで保証を
延長できる商品もございます。
詳細は P17 をご覧ください。

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。

―

M MEMORY
OP タイプ

―

D
OP

D

̶ OP

日産オリジナルナビ
取付パッケージ付車用
モニター 音声認識

B

Nissan Connect

A

日産オリジナルナビ
取付パッケージ無車用

199,000 円
229,404 円
219,000 円
249,404 円

D OP：ディーラーオプション M OP：メーカーオプション ○：標準 △：オプション ―：設定なし
AV 機能

ナビゲーション機能

VICS
WIDE

地上
デジタル FM/AM レコーダー
Nissan スマホ テレビ ラジオ リンク
Connect 地図 （12セグ （ワイド （注1）
＋
更新
サービス
FM対応） （注7）
ワンセグ）
（注1）

その 他機 能

iPod®/
iPhone USBメモリー
HDMI （注2）
入力

microSD
カード
（注8）

○

○

―

○

○

○

―

（注9）

―

―

―

（注6） （注6）

9インチ
HD

○

○

―

○

○

○

○

○

―

―

―

（注6） （注6）

カーライフアドバイザーに
お問い合わせください。

9インチ
HD

○

○

○

―

○

○

―

○

○

―

○

96,360 円
99,132 円

9インチ
HD

―

―

―

―

―

○

―

△

○

○

○

B
B

81,340 円

―

―

―

―

―

○

―

○

○

○

A
B

ナビゲーション
システム

―

―

9インチ
ディスプレイ
オーディオ

A

̶

7インチ
ディスプレイ
オーディオ

7インチ
ワイド

VGA

△

（注9） （注3） （注3） （注3）

―

（注3） （注3） （注3）

ETC2.0
（注4）

カメラ

ハンズ
フリー

NaviCon

○

○

○

△

△

△

△

○

○

○

△

△

△

△

AUDIO VIDEO AUDIO VIDEO AUDIO AUDIO
再生 再生
（注1） 再生 再生
（注1） 再生
再生

9インチ
HD

B

Bluetooth

®

ドライブ インテリジェント バック
ナビ
連動 レコーダー アラウンドビュー ビュー
モニター（注5） モニター
連動
タイプ

○

○

○

○

―

―

○

○

―

○

―

○

―

―

―

○

○

―

―

△

△

△

―

―

○

○

―

―

△

△

△

※ 1：3 年 3 回地図更新無料 3 年以内の点検入庫時（新車無料 6ヵ月点検、安心 6ヵ月点検、法定 12ヵ月点検、初回車検）の場合に無料にて 3 回実施いたします。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。
※ 2：スマートフォンを使った部分地図更新が、ナビゲーションの利用開始日から3 年間無料で利用できます。更新データは年 6 回の配信になります。
（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 ）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→アクセサリー / サービス→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 3 ）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。
（注 4 ）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。ナビゲーションのモニター画面への表示が可能です。
（注 5 ）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 6 ）別途、microSD カード（市販品）が必要となります。
（注 7 ）対応レコーダー、対応 NAS は機種によって非対応の製品もあります。対応コンテンツを含む詳細は
〈 https://www.digion.com/sites/recorder-link/ 〉をご参照ください。
（注 8 ）microSDHC 、microSDXC 規格の microSDカードに対応していますが、規格内の microSD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 9 ）別売の HDMI 接続用ケーブルが必要となります。
● Bluetooth®およびBluetooth®ロゴは米国 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。
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バックビューモニター

ドライブレコーダー

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。

写真は当該車両とは異なります。

〈カメラ部〉
リヤカメラ部

フロントカメラ部

〈モニターから見た後方視界イメージ〉

23 バックビューモニター （カラー映像）
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。

38,000 円（取付費・消費税込）

○日産オリジナルナビゲーション、ディスプレイオーディオ付車用
〈フロント用〉

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。ナンバープレートリム（リヤ用）と同時装着の場合、太陽光線等が反射してモニター映像が見にくくなることがあります。

〈リヤ用〉

日産オリジナルナビゲーションと連動。

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。

○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

リヤドアサブウーファー /USB ポート

ETC2.0/ETC

24 リヤドアサブウーファー （スピーカー×2 個、リヤデッドニングキット）
車両標準リヤスピーカーの置き換えで装着可能な小型サブウーファー。
コンパクト設計ながら低音域までしっかり再生できます。
○日産オリジナルナビゲーション、9 インチ ディスプレイオーディオ付車用：
日産オリジナルナビ取付パッケージ付車用
日産オリジナルナビ取付パッケージ無車用

49,500 円（取付費・消費税込）
50,424 円（取付費・消費税込）
写真はETC2.0ユニット
（BM19-D2）。

リアルタイム録画再生

26 ETC2.0 ユニット （ BM19-D2 ）
〈ビルトインタイプ〉

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。

日産オリジナルナビゲーションとの連動モデル。充実した ETC 機能に加えて、

ITS スポットとの高速、大容量、双方向の通信が可能で、次世代の運転支援サービスを受けることができます。

（ DH5-D ）
（ 日産オリジナルナビゲーション / ディスプレイオーディオ連動モデル）
22 日産オリジナルドライブレコーダー（フロント＋リヤ）
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。
〇日産オリジナルナビゲーション、9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用

○日産オリジナルナビゲーション連動モデル
ドライブレコーダーの
動画はこちらから

27 ETC ユニット （ BM19-S ）
〈ビルトインタイプ〉

78,194 円 / 87,434 円（取付費・消費税込）

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 。

●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「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。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、9 インチ ディスプレイオーディオ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）HS7C0 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。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。また、字光式ナンバープレートとは、同時装着できません。

52,481 円（取付費・消費税込）

全国で普及が進み、もはや必需品ともいえるETC ユニット。

25 後席用充電 USB ポート （ 2.4A ）

音声でのご案内や、利用履歴の確認機能、カード入れ忘れの警告機能など、優れた基本性能で選ばれています。

後席で、スマートフォンやタブレット端末などを充電することができます。

○音声ガイドモデル

14,520 円（取付費・消費税込）
注）車両標準装備の USB 電源ソケットと動作モードが異なります。本部品はイグニッション ON 、OFF に連動して動作します。

35,101 円（取付費・消費税込）

注）ETC2.0 ユニットもしくは、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。ETC2.0 ユニットとETC ユニットとの同時装着はできません。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。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。
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BASIC ITEM
カーライフをサポートする、多彩で便利なアイテムをご用意。
ベーシックアイテム

ベーシックアイテム

1 〜○
5
32 カーアラーム プレミアム （注1）、
（注2）、
（注4）○

68,200 円（取付費・消費税込）

29 バックビュー雨滴クリーナー
カメラレンズの雨滴を簡単に除去。クリアな映像で後方を確認できます。

1 〜○
2
33 カーアラーム スタンダード（注1）、
（注3）、
（注4）○

52,589 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付車用

28,380 円（取付費・消費税込）

写真はイメージです。

●ディーラーオプションのバックビューモニターには装着できません。装着時にバックドアフィニッシャーの
一部を加工して取り付けます。シフトレバーをリバースレンジに入れると、自動で作動し、3 〜 5 回空気を
噴射します。バッテリーの状態により、噴射の回数は増減することがあります。任意の操作により噴射を
止めることはできません。カメラレンズ部に水滴が付着していない場合も、
リバースに連動して作動します。
作動時は高圧の空気を噴射するため、作動音が鳴ります。作動後に細かい水滴が残ることがあります。
雪、氷、融雪剤、
ドロ、汚れなどを除去することはできません。高圧洗浄機などの圧力の高い水流を直接
ノズル部に当てないでください。

30 リモコンエンジンスターター

カーアラーム エントリーに、

「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。

2 超音波センサー
○

「超音波センサー」をプラスした仕様になっております。
写真は当該車両
とは異なります。

3 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。

1
34 カーアラーム エントリー（注1）、
（注4）○

31,837 円（取付費・消費税込）

離れた場所からリモコン操作でエンジンを始動可能。
エアコンを 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。

カーアラーム スタンダードに、
「傾斜センサー」
・
「お知らせリモコン」
・

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。

4 お知らせリモコン
○

1 カーアラーム
○

＊NissanConnectサービスにご契約のお客さまはリモコンエンジンスターター
と類似機能の「乗る前エアコン」機能をお使い頂けます。詳細はNissanConnect

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。

サービスパンフレット、NissanConnect Webサイトをご覧ください。

58,012 円（取付費・消費税込）
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（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（カーアラーム プレミアムと同時装着時のみ）
※盗難警報機能はありません。

〈車内アンテナ〉

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でエンジン始動する際、ライトスイッチの位置によらずヘッドランプ・車幅灯等は点灯しない仕様となっています。
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、e-POWER 車専用です。イモビライザー装着車は、取付け後コンサルトによるID 登録が必要となります。●リモコンエンジンスターターとカーア
ラーム エントリー、カーアラーム スタンダード、カーアラーム プレミアムがそれぞれセットになった商品もご用意しております。詳しくは P21 の〈オプショナルパーツ
一覧表〉をご覧ください。●事前にエアコンスイッチを ON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。ハイブリッド車では、
リチ
ウムイオンバッテリーの充電量、エンジン冷却水の温度、エアコン等の車両条件によりハイブリッドシステムが、ガソリンエンジンの始動を自動制御しますので、エン
ジン冷却水の温度が高い場合は、
リモコンエンジンスターターによりエンジン始動操作をした場合でも、ガソリンエンジンが始動しない場合があります。

Radi-Cool（ラディクール）

〈フロント〉

〈リヤ〉

〈セキュリティラベル〉

ドアこじ開け

ナビ盗難センサー

セキュリティインジケーター＊

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。

LED付インジケーターとセキュリティ

31 マッドガード（ 1 台分）

ラベルが盗難抑止に役立ちます。

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。

5 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。

＊ カーアラーム 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。

タイヤのはね上げる小石や泥でボディに傷がつくのを軽減します。

＊エントリー、
スタンダード用サイレンからバッ

各 21,780 円（取付費・消費税込）

○ボディカラー各色

テリー内蔵サイレンに置きかえとなります。

注）マッドガード非装着車に対して、最大フロント約 32mm 、
リヤ約 55mm ダウンします。本商品を装着した場合、縁石や段差の大きな場所では路面等と干渉
する場合がありますのでご注意ください。リヤのマッドガードは無塗装となります。

自動車メーカーとして世界初 「放射冷却メタマテリアル技術」を採用し、一般的な製品より車室内の温度上昇を大きく抑制します。※ 2021 年 11 月現在
※

（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。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 ）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 エントリー、カーアラーム スタンダード、カーアラーム プレミアムのそれぞれ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。詳しくは P21 の〈オプショナルパーツ一覧表〉をご覧ください。

日産調べ。

Radi-Cool（ラディクール）の優れた冷却効果
太陽光の反射

Nissan

宇宙への放射

ブランドロゴ

Radi-Cool
車のボディ
車の中を快適に

夏の車室内温度

-10 度以上
写真はe-POWERロゴステッカー付。
サンシェードなし

54 サンシェード

55 ハーフボディカバー

車外取付タイプ。

サンシェードに比べて、車体を広くカバーすることで、

吸盤とサイドミラーに紐で固定し設置します。

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 A

10,450 円（消費税込本体価格）

〇ラディクール：M サイズ

一般的なサンシェード

Radi-Cool

2017 年にサイエンス誌で発表された世界最先端の「放射冷却メタマテリアル

31,900 円（消費税込本体価格）

35 ナンバープレートロック（ロックボルト3 本：キー付）

〈ダークシルバー〉

36 ナンバープレートリム （クローム）

37 ドアハンドルプロテクター （ 1 台分）

技術」を採用したサンシェードです。素材の開発元であるラディクールジャパン社

一般的なボルトよりも錆びにくくするため、光沢のあるクロームメッキを採用。

ナンバープレートへの傷つきを防ぐとともに、

ドア開閉時のひっかき傷を抑え、

と日産の共同開発により誕生しました。表面に施された特殊素材によって、太陽

ナンバ ープレートを 盗 難 から守るだけ で なく、ワンポイントのドレスアップ

クロームメッキがエクステリアをよりいっそう引き立てます。

ドアハンドルまわりをスポーティに仕上げます。

光を反射するだけでなく、放射冷却により物体表面の熱を宇宙に放出します。

アイテムとしてもお使いいただけます。

一般的なサンシェードより駐車中の車室内温度を10 度以上 ※下げる効果があり、
夏場のエアコンが早く効くようになります。
※日産調べ。使用環境により冷却効果は異なります。

○ e-POWER ロゴステッカー付 /Nissanブランドロゴステッカー付
各

5,280 円（消費税込本体価格）

○フロント用 /リヤ用

各 2,200 円（消費税込本体価格）

○ダークシルバー /カッパー /ブラック

各 11,220 円（取付費・消費税込）

ナンバープレートロックとセットになったナンバープレートリムセット＋ナンバープレートロックもございます。
注）字光式ナンバ−プレ−トとはセットで装着できません。
リヤ用はナンバ−プレ−ト封印前に装着してください。
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ベーシックアイテム

ベーシックアイテム

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

新車購入時限定

12ヶ月

法定点検

メンテプロパック

54

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

回

車検

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）。

＊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
施工前

施工後

5YEARS COAT シリーズと
セットでの施工がおすすめです！
写真は当該車両とは異なります。

38 3D デュアルカーペット （消臭機能付：1 台分）

39 3D フロアマット（ 1 台分）

40 プラスチックバイザー （ 1 台分）

44 5YEARS COAT Premium ★

フロア形状に合わせて立体成型した樹脂マットと着脱式カーペットのセット。

フロア形状に合わせて立体成型した樹脂マットが、汚れや水から守ります。

クルマと一体感がある、精緻なデザインのプラスチックバイザー。

○エクセレント：標準車用 / 寒冷地仕様車、4WD 車用
各 29,700 円（消費税込本体価格）

○標準車用 / 寒冷地仕様車、4WD 車用

雨の日でも車内の換気ができます。
各 19,800 円（消費税込本体価格）

ぴったり合います。

運転席用のフロアカーペットは、安全のため、車両の

日産純正のフロアカーペットだから、車両のクリップで

いやな臭いを軽減します。日産専用エンブレム付。

しっかり固定できます。

注）消臭機能付はエクセレントのみです。

●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。

●未塗装樹脂パーツを紫外線等のダメージから守り、約 3 年黒さを維持します。

● 12ヶ月間撥水効果が持続／ 6ヶ月間水玉が飛びます。

●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。

●黒味をより深めることで、スタイリングが引き締まります。

●不快なワイパーのビビリ
（振動）を解消します。

●信頼と安心の、日産の 5 年保証付き。※

●フェンダーやバンパーに泥汚れ等が付着するのを防ぎます。

●油膜の付着を防止、冬場の霜取りも簡単です。

121,000 円（取付費・消費税込）

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

クリップに必ず固定してください。その他のカーペット
ペットやタバコ、汗などの臭いを消臭剤で吸着、分解し、

46 ウィンドウ撥水 12ヶ月★

※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。

フロアカーペット使用時の注意事項

日産純正のフロアカーペットだから、フロア形状に

日産純正のフロアカーペットは
意匠登録出願中です。

21,120 円（取付費・消費税込）

○スモーク

45 未塗装樹脂コート★

等を重ねて使用しないでください。フロアカーペット

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。
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。

写真は当該車両とは異なります。

42 ISO FIX 対応ベビーシート （テザーベルトタイプ）

99,000 円（消費税込本体価格）
93,500 円（消費税込本体価格）

外側席

シートベルト
シートベルト

×
◯

◯
◯

×
×

後向き
前向き

シートベルト

◯

◯

×

ISO FIX 対応
チャイルドセーフティシート※

シートベルト
テザーベルト
シートベルト

×
̶

◯
◯
◯

×
̶

ISO FIX 対応ベビーシート

テザーベルト
シートベルト

◯
̶
×

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）

初回車検時（3年目）

2回目車検時（5年目）

グッドプラスⅠ
保証開始

例えば…
日 産 純 正 ナビ・ドラ
※1
イブレコーダー な
どの修理代が無料！

メーカー保証が切れた時点から

走行距離制限 加入時：制限なし 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）

10,800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。）

50,300 円（消費税込本体価格）

47 エスティーロアルミホイール

前席
助手席

ジュニアセーフティシート
（ハイバックタイプ）

新車登録時

80,876 円（消費税込本体価格）

固定方式

チャイルドセーフティシート※

商品番号 44 〜 46 の商品は、PIT WORK 取扱いの商品です。

43 ジュニアセーフティシート （ハイバックタイプ）

＜適 用 表＞
商品名称

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 P21 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。

新生児対応

チャイルドセーフティシート、ベビーシートの取り付け、取り外しが簡単に行えます。また、
テザーアンカーの採用により、
しっかりと確実に固定でき、衝突時の安全性を高めます。
○インナークッション付
○インナークッション無

8,360 円（取付費・消費税込）

このラベルが「日産純正」の証

グッドプラス保証 〈グッドプラスⅠ〉

41 ISO FIX対応チャイルドセーフティシート（テザーベルトタイプ）

● 5YEARS COATシリーズとセットで施工していただくことでボディ面の外装
パーツをコーティングできるため、いつも綺麗にお乗りいただけます。
例：5YEARS COAT Premium ＋未塗装樹脂コート
134,200 円（取付費・消費税込）〜

○フロントウィンドウ 1 面撥水処理
○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

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。

写真は当該車両とは異なります。

13,200 円（取付費・消費税込）〜
（注）効果期間は新車施工時約 3 年ですが、
ご使用の条件により異なる場合があります。

◯
◯

後席

中央席

×
̶
×

（ 5 本ツインスポーク、ガングレーメタリック）

適用目安
参考身長

参考年齢

新生児〜 13kg 未満
9kg 以上〜 18kg 以下

新生児〜 85cm 未満
70cm 以上〜 100cm 以下

新生児〜 18ヶ月頃まで
9ヶ月頃〜 4 歳頃まで

前向き

15kg 以上〜36kg以下

100cm 以上〜 150cm 以下

3 歳頃〜 12 歳頃まで

後向き

新生児〜 13kg 未満

新生児〜 85cm 未満

新生児〜 18ヶ月頃まで

前向き

9kg 以上〜 18kg 以下

70cm 以上〜 100cm 以下

9ヶ月頃〜 4 歳頃まで

後向き

新生児〜 13kg 未満

新生児〜 85cm 未満

新生児〜 18ヶ月頃まで

取付向き

体重

※体重 7kg（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。● 取 扱説明書でご確認の上、正しくご使用ください。

斬新なデザインが目を惹くアルミホイール。
伸びやかな印象のスポークが、存在感を引き立てます。
○ 15×5.5J 、インセット50

○ 16×5.5J 、インセット50

標準装着タイヤへの組付時
115,320 円（取付費・消費税込）
標準装着以外のタイヤへの組付時
108,280 円（取付費・消費税込）

標準装着タイヤへの組付時
122,320 円（取付費・消費税込）
標準装着以外のタイヤへの組付時
115,280 円（取付費・消費税込）

注）ホイールナットは同梱しておりませんので､車両標準ナットを共用されない場合は､別途純正袋ナット
をご用意ください。また､ホイールロックセットを同時装着される場合は､袋ナットタイプをお選びください。
標準装着タイヤと標準装着タイヤ以外に組付の場合で取付費が異なります。詳しくは、カーライフアド
バイザーにお問い合わせください。

48 ミシュランスタッドレスタイヤ X-ICE® SNOW
「新時代 V シェイプトレッドパターン」を採用し、エッジ効果を強化。シャーベット
路面やウェット路面で効率よく雪や水を排出することで、氷にも雪にも安定した
グリップを発揮します。さらに、摩耗しても表面が再生する独自のコンパウンド
により、性能が長く続きます。
○ 185/65R15 用 / 185/60R16 用

49 ホイールロックセット（専用ポーチ付）
各ホイールに 1 本ずつ装着することで、ホイールの盗難防止を
サポートする優れたセキュリティ機能を発揮します。
○アルミホイール用セット、袋ナット

10,340 円（取付費・消費税込）

●価格、取付費（脱着・バランス取りなど）
に関しましては、
カーライフアドバイザーにお問い合わせください。
● 使 用 済 みタイヤを処 理するには別 途 費 用がかかります。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。●本車両用は 4 穴タイプとなります。
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PACKAGE

オプショナルパーツ
WEBはこちらから

欲しいモノが、うれしいパッケージで、ラインアップ。
5 点セット

オプショナルパーツ
動画はこちらから

ベーシックパックプラス

3 点セット

メーカーオプションナビを選 択されたお客さまに向けたドライブレコーダーと定 番アイテムをセットにしたお得なパッケージ。

1
（フロント＋リヤ）
（DH5-S）
○日産オリジナルドライブレコーダー
2 3D デュアルカーペット（プレミアム：標準車用/寒冷地仕様車用）
○

エクステリアパッケージ

ノートをさらにスポーティにアップグレードしてくれる、エアロパーツのパッケージ。
1
○フロントバンパーフィニッシャー

3
○プラスチックバイザー

2
○サイドシルフィニッシャー

4
（クローム：1 台分）
＋
○ナンバープレートリム
ナンバープレートロック（Nissanブランドロゴステッカー付）

3
○リヤバンパーフィニッシャー

5
○トノカバー
1 日産オリジナルドライブレコーダー
○
（フロント＋リヤ）
（DH5-S）

2 3D デュアルカーペット
○
（プレミアム）

3 プラスチックバイザー
○

4 ナンバープレートリム＋
○
ナンバープレートロック

5 トノカバー
○

○ NissanConnect ナビゲーションシステム付：
標準車用 / 寒冷地仕様車用
通常合計価格 169,754 円のところ
各 167,753 円（取付費・消費税込）HSX7C/HSX7D

3 点セット

ベーシックパック

○ダークメタルグレー /ブラック/ シルバー
通常合計価格 158,180 円のところ

1 フロントバンパーフィニッシャー
○

3 点セット

新車購 入時の定番アイテムセット。カー ペットは上 質なプレミアムタイプ。

1 3D デュアルカーペット
○

2 サイドシルフィニッシャー
○

3 リヤバンパーフィニッシャー
○

インテリアイルミパック

センターコンソー ルをイルミネーションで照らし、スタイリッシュな雰 囲 気に。小 物 滑り止めのマットもセット。
1
（上段用）
○センターコンソールイルミネーション

（プレミアム：標準車用 / 寒冷地仕様車用）

2
○プラスチックバイザー

2
（下段用）
○センターコンソールイルミネーション

3
（クローム：1 台分）
＋
○ナンバープレートリム
ナンバープレートロック

3
○センターコンソールマッ
ト（下段用）

（ Nissan ブランドロゴステッカー付）

通常合計価格 44,220 円のところ

○標準車用 / 寒冷地仕様車用

1 3D デュアルカーペット（プレミアム）
○

3 点セット

2 プラスチックバイザー
○

3 ナンバープレートリム＋ナンバープレートロック
○

各 65,600 円（取付費・消費税込）HSX86/HSX87

ナビレコお買い得パック（ MM222D-L/MM222D-Le ）＋ETC2.0

39,820 円（取付費・消費税込）HSX20
1 センターコンソールイルミネーション（上段用） ○
2 センターコンソールイルミネーション（下段用） ○
3 センターコンソールマット（下段用）
○

2 点セッ
ト
インテリアパネルパック
インテリアパネルパック

大画面 9 インチナビゲーションとドライブレコーダーに ETC2.0 をセットにしたお得なパッケージ。

1
○日産オリジナルナビゲーション
（ MM222D-L/MM222D-Le ）

シフトノブベ ースとウィンドウスイッチまわりをセットでドレスアップ。個性で選べる 3 タイプ。
1
○シフトノブベースフィニッシャー用

2
○日産オリジナルドライブレコーダー

2
○ウィンドウスイッチフィニッシャー用

（フロント＋リヤ）
（ DH5-D ）

3 ETC2.0 ユニット（ BM19-D2 ）
○

〈 MM222D-L 〉

1 日産オリジナルナビゲーション
○

（ MM222D-L/MM222D-Le ）

3 点セット

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

3 ETC2.0 ユニット（ BM19-D2 ）
○

○カーボン調 / 金属調（シルバー）/ ハニカム調（カッパー）
通常合計価格 55,440 円のところ

○日産オリジナルナビ取付パッケージ付車用
通常合計価格：MM222D-L のセット 329,675 円 /
MM222D-Le のセット 349,675 円のところ

319,674円/329,674円（取付費・消費税込）HSX6B/HSX6D

DAレコパック＋ETC

カーボン調

1 シフトノブベースフィニッシャー用
○

各 44,800 円（取付費・消費税込）HSX42/HSX41/HSX40

カーボン調

2 ウィンドウスイッチフィニッシャー用
○

インテリア LED バルブパック/ インテリア LED バルブパック プラスワン

9 インチ ディスプレイオーディオとドライブレコーダーに ETC をセットにしたパッケージ。

1 9 インチ ディスプレイオーディオ
○

車 内をクー ルに仕 立てる LED バルブパックに、足 元を照らすフットウエルランプとの 組 み 合わせも。

（フロント＋リヤ）
（ DH5-D ）

3 ETC ユニット（ BM19-S：音声ガイドモデル）
○

209,655 円（取付費・消費税込）HSXC6
3 ETC ユニット（ BM19-S ）
○
写真は当該車両とは異なります。

○日産オリジナルナビ取付パッケージ無車用

212,427 円（取付費・消費税込）HSXC8

通常合計価格 17,600 円のところ

15,928円（取付費・消費税込）HSX21

〈インテリア LED バルブパック プラスワン〉

○日産オリジナルナビ取付パッケージ付車用

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

〈インテリア LED バルブパック〉

1
○マップランプ用
2
○ルームランプ用
3
○ラゲッジランプ用

2
○日産オリジナルドライブレコーダー

1 9 インチ ディスプレイオーディオ
○

各 148,180 円（取付費・消費税込）HSX01/HSX02/HSX03

写真はすべてダークメタルグレー。

1 マップランプ用
○

2 ルームランプ用
○

3 ラゲッジランプ用
○

4 フットウエルランプ
○

1
○マップランプ用
2
○ルームランプ用
通常合計価格 42,900 円のところ
3
○ラゲッジランプ用
4
○フッ
トウエルランプ 41,228 円（取付費・消費税込）HSX22

18 - 19

OPTIONAL PARTS for NOTE

部位

〈オプショナルパーツ一覧表〉

ベーシックアイテム

商品名

エクステリアパッケージ
（注1）
（注2）
（注3）
（注4）

リモコンエンジンスターターとセットならもっと便利！

忙しい 朝でも、時 間や手 間をかけることなく簡単に霜 取りができます。

インテリアイルミパック
インテリアLEDバルブパック

ヒーターで温めたウォッシャー 液によってフロントガラスの 霜を簡 単に払 拭することができます。

インテリアLEDバルブパック プラスワン

リモコンエンジンスターターとの併用であらかじめエンジンを始 動させてウォッシャー液を再加熱すれば、さらに効 果がアップ。

インテリアパネルパック
（注51）
ナビレコお買い得パック
（MM222D-L/MM222D-Le）
ナビレコお買い得パック
（MM222D-L/MM222D-Le）
＋

パッケ ー ジ

ETC2.0

DAレコパック＋ETC
DAレコパック
DAレコパック＋2スピーカー＋ETC
DAレコパック＋2スピーカー

〈使用前〉

ベーシックパックプラス
（注5）
（注6）
（注7）
（注52）

写真は当該車両とは異なります。

霜なし

霜あり

凍結・積雪あり
少ない

多い

フロント
ガラスの状態
（イメージ）

霜が降りる地域は、特におすすめします！

ウォッシャーヒーター

◎エンジン始動中にウォッシャー液を補給し加熱、自動的に約 50 ℃で保温します。
◎保温容器により温度低下を防ぎ、エンジン停止後約 12 時間は効果が持続します。
◎エンジン停止から12 時間以上経過した場合、エンジンを始動することで

ウォッシャー
タンク

約 50 ℃

ベーシックパック
（注5）
（注6）

ウォッシャー
ノズル

ベーシックパック＋ホイールロック
（注5）
（注6）
（注13）
空

再加熱でき、最大約 15 分で再使用が可能になります。

調

ウォッシャー
ヒーター
おすすめ度

◎

○※

△※

アルミホイール
（注9）
5本ツインスポーク（エスティーロ）

霜を簡単に除去でき、寒い時期の出発の時間を短縮できる便利アイテム。

64,800 円（取付費・消費税込）
66,560 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
○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

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

足 ま わ り

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

クリーンフィルター（＊）
（注8）
クリーンフィルタープレミアム
（＊）
（注8）

50 ウォッシャーヒーター
―

スチールホイール
フルホイールカバー
（注11）
ホイールナット
ホイールロックセット
合金鋼チェーン
（注14）
オートソック
（注14）
（注15）
ジャッキ
フットウエルランプ
センターコンソールイルミネーション

〈ロゴプレート拡大〉

LEDバルブ

52 フロアカーペット（ 1 台分）

51 フロアカーペット （消臭機能付：1 台分）
上質な空間を演出するフロアカーペット。

色調はブラックとなります。

○エクセレント：標準車用 / 寒冷地仕様車、4WD 車用

○スタンダード：標準車用 / 寒冷地仕様車、4WD 車用

紫外線
（UV）
約99％
カット

53 UV&IR カットフィルム （スモーク）
さらに、紫外線（ UV ）約 99 ％カットにより、日焼けの予防などに効果的です。

〈ブラック〉

〈カッパー〉

超撥水ウインターブレード
（＊）

装

各 44,550 円（取付費・消費税込）

ウィンドウ撥水 12ヶ月
（＊）
（注26）
（注27）

外

○インテリジェント ルームミラー無：
日産オリジナルナビ取付パッケージ用 TV アンテナ付車用 /
ディーラーインストール TV アンテナ付車用

ウォッシャーヒーター
（注17）

ウインターブレード
（＊）

赤外線（ IR ）を大幅にカットすることで、室温上昇や肌のジリジリ感を緩和。

各 44,550 円（取付費・消費税込）

シーケンシャルドアミラーウインカー

カーアラーム エントリー（注18）
カーアラーム スタンダード
（注18）
（注19）
カーアラーム プレミアム
（注18）
（注20）
追加用リモコン
（注21）
リモコンエンジンスターター（注22）
リモコンエンジンスターター/カーアラーム エントリーキット
（注23）
リモコンエンジンスターター/カーアラーム スタンダードキット
（注23）
リモコンエンジンスターター/カーアラーム プレミアムキット（注23）
（注24）
後席用充電USBポート
（注25）

各 22,000 円（消費税込本体価格）

○インテリジェント ルームミラー付：
NissanConnect ナビゲーションシステム用 TV アンテナ付車用 /
日産オリジナルナビ取付パッケージ用 TV アンテナ付車用 /
ディーラーインストール TV アンテナ付車用

※貼付場所は、
リヤドアガラス（左 / 右）、サイドウインドウガラス（左 / 右）、
バックドアガラスの 5 面（室内側）になります。バックドアのみフィルム 2 分割で貼付けます。

装

足元の汚れを防ぎながら、車内の雰囲気も高めます。

電

インテリアデザインにマッチし、

各 25,300 円（消費税込本体価格）

赤外線
（IR）
約95％
カット

ダークメタルグレー
ブラック
シルバー
センターコンソールイルミネーション
（上段用）
＋センターコンソール
イルミネーション
（下段用）
＋センターコンソールマット
（下段用）
のセット
LEDバルブ マップランプ用＋LEDバルブ ルームランプ用＋
LEDバルブ ラゲッジランプ用のセット
LEDバルブ マップランプ用＋LEDバルブ ルームランプ用＋LEDバルブ ラゲッジランプ用＋
フットウエルランプ
（運転席/助手席/後部座席用足元照明、白色発光）のセット
ハニカム調（カッパー）
シフトノブベースフィニッシャー用＋
金属調
（シルバー）
ウィンドウスイッチフィニッシャー用のセット
カーボン調
日産オリジナルナビゲーション
（MM222D-L/MM222D-Le）
＋
（DH5-D）
のセット
日産オリジナルナビ取付 ドライブレコーダー（フロント＋リヤ）
パッケージ付車用
日産オリジナルナビゲーション（MM222D-L/MM222D-Le）＋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）のセット
日産オリジナルナビ取付
9インチ ディスプレイオーディオ＋ドライブレコーダー
パッケージ付車用
（フロント＋リヤ）
（DH5-D）
＋ETCユニット
（BM19-S）
日産オリジナルナビ取付
のセット
パッケージ無車用
日産オリジナルナビ取付
9インチ ディスプレイオーディオ＋ドライブレコーダー
パッケージ付車用
（フロント＋リヤ）
（DH5-D）のセット

フロントバンパーフィニッシャー＋
サイドシルフィニッシャー＋
リヤバンパーフィニッシャーのセット

日産オリジナルナビ取付
パッケージ無車用

NissanConnect

〈使用後〉
写真は当該車両とは異なります。

仕様

37 ドアハンドルプロテクター （ 1 台分）
ドア開閉時のひっかき傷を抑え、
ドアハンドルまわりをスポーティに仕上げます。
○ブラック/カッパー / ダークシルバー

各 11,220 円（取付費・消費税込）

マッドガード
（注4）
（注28）

9インチ ディスプレイオーディオ+2スピーカー＋ドライブレコーダー
（フロント＋リヤ）
（DH5-D）
＋ETCユニット
（BM19-S）のセット
9インチ ディスプレイオーディオ+2スピーカー＋
ドライブレコーダー（フロント＋リヤ）
（DH5-D）
のセット

ドライブレコーダー（フロント＋リヤ）
（DH5-S）
＋3D デュアル
ナビゲーションシステム付、
＋
カーペット
（プレミアム：標準車用/寒冷地仕様車用）
標準車用
トノカバー＋プラスチックバイザー＋ナンバープレートリム
NissanConnect
（クローム：1台分）+ナンバープレートロック
（Nissanブランド
ナビゲーションシステム付、
ロゴステッカー付ロックボルト3本：キー付）のセット
寒冷地仕様車用
標準車用
3D デュアルカーペット（プレミアム：標準車用/寒冷地仕様車用）＋プラスチック
バイザー＋ナンバープレートリム（クローム：1台分）+ナンバープレートロック
寒冷地仕様車用
（Nissanブランドロゴステッカー付ロックボルト3本：キー付）のセット
標準車用
3D デュアルカーペット（プレミアム：標準車用/寒冷地仕様車用）＋プラスチック
バイザー＋ナンバープレートリム（クローム：1台分）+ナンバープレートロック（Nissan
寒冷地仕様車用
ブランドロゴステッカー付ロックボルト3本：キー付）＋ホイールロックセットのセット
「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」
標準装着タイヤへの組付時
15×5.5J、インセット50
ガングレーメタリック
（注10）
標準装着タイヤ以外への組付時
標準装着タイヤへの組付時
16×5.5J、インセット50
ガングレーメタリック（注10）
（注53） 標準装着タイヤ以外への組付時
スノータイヤ用、15×5.5J
スノータイヤ用、16×5.5J
スチールホイール：スノータイヤ用、15インチ用
スチールホイール：スノータイヤ用、16インチ用
スチールホイール：スノータイヤ用、標準ナット
（注12）
アルミホイール用、袋ナット
アルミホイール用セット、袋ナット、専用ポーチ付
（注13）
スチールホイール用セット、標準ナット、専用ポーチ付
185/65R15、185/60R16用、梯子型
185/65R15用
185/60R16用
ジャッキ、
ホイールナットレンチ、
ジャッキロッドのセット
運転席/助手席/後部座席用足元照明、白色発光
センターコンソール上段照明、白色発光
センターコンソール下段照明、白色発光
マップランプ用
ルームランプ用
ラゲッジランプ用
ポジションランプ用
ライセンスランプ用
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
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16）
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
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16）

インテリジェントキー用リモートキー

フロント用、右側625ｍｍ、左側340ｍｍ
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
リヤドア＋リヤサイドウィンドウ撥水処理
バックガラス撥水処理
フロント用、右側625ｍｍ、左側340ｍｍ
リヤ用、285ｍｍ
＃QAY：ホワイト
＃KH3：スーパーブラック
＃QAC：ピュアホワイトパール
（3P）
＃K23：ブリリアントシルバー（M）
＃KAD：ダークメタルグレー（M）
1台分
＃NBF：ガーネットレッド
（CP）
＃RAY：オーロラフレアブルーパール（P）
＃NBQ：バーガンディー（PM）
＃NBZ：オペラモーブ
（M）
＃XEH：ビビッドブルー（M）
/スーパーブラック 2トーン

適用車種

取付費・消費税込または
消費税込本体価格（円）

X系、S系

各148,180

HSX01
HSX02
HSX03

39,820

HSX20

全車

カーライフ
商品コード

15,928

HSX21

41,228

HSX22

X系、S系

各44,800

AUTECH CROSSOVER系・AUTECH系・X系の
NissanConnectナビゲーションシステム無車、
S系の日産オリジナルナビ取付パッケージ付車

267,193/
277,193
319,674/
329,674

HSX40
HSX41
HSX42
HSX6A/
HSX6C
HSX6B/
HSX6D

AUTECH CROSSOVER系・AUTECH系・X系のNissanConnect
ナビゲーションシステム無車、S系の日産オリジナルナビ取付パッケージ付車

209,655

HSXC6

S系の日産オリジナルナビ取付パッケージ無車

212,427

HSXC8

AUTECH CROSSOVER系・AUTECH系・X系のNissanConnect
ナビゲーションシステム無車、S系の日産オリジナルナビ取付パッケージ付車

174,554

HSXC7

177,326

HSXC9

S系の日産オリジナルナビ取付パッケージ無車

224,527

HSXCA

189,426

HSXCB

AUTECH CROSSOVER +Active・AUTECH CROSSOVER・AUTECH・Xの
NissanConnectナビゲーションシステム付寒冷地仕様無車
AUTECH CROSSOVER FOUR +Active・AUTECH CROSSOVER FOUR・AUTECH FOUR・
X FOURのNissanConnectナビゲーションシステム付車、AUTECH CROSSOVER +Active・
AUTECH CROSSOVER・AUTECH・XのNissanConnectナビゲーションシステム付寒冷地仕様車
AUTECH CROSSOVER +Active・AUTECH CROSSOVER・AUTECH・X・Sの寒冷地仕様無車
AUTECH CROSSOVER FOUR +Active、AUTECH CROSSOVER FOUR、AUTECH FOUR、X FOUR、
S FOUR、AUTECH CROSSOVER +Active・AUTECH CROSSOVER・AUTECH・X・Sの寒冷地仕様車
AUTECH CROSSOVER +Active・AUTECH CROSSOVER・AUTECH・X・Sの寒冷地仕様無車
AUTECH CROSSOVER FOUR +Active、AUTECH CROSSOVER FOUR、AUTECH FOUR、X FOUR、
S FOUR、AUTECH CROSSOVER +Active・AUTECH CROSSOVER・AUTECH・X・Sの寒冷地仕様車
全車

S系
AUTECH CROSSOVER系、AUTECH系、X系
S系
AUTECH CROSSOVER系、AUTECH系、X系
S系
AUTECH CROSSOVER系、AUTECH系、X系
全車

X系、S系
AUTECH系、X系、S系
S系
AUTECH系、X系
全車

全車

HSX7C
各167,753

HSX7D
各65,600
各75,940

4,950
7,942
9,075
115,320
108,280
122,320
115,280
75,812
80,652
32,912
40,084
各4,400
各10,340

19,030
各14,300

10,109
25,300
17,160
22,660
8,360
各4,620

X系・S系のLEDヘッドランプ無車
全車

AUTECH CROSSOVER系、AUTECH系、X系、

S系のサイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー付車

全車

全車

S系

X系、S系

X系

各8,360

39,800
41,560
64,800
66,560
31,837
52,589
68,200
8,360
58,012
96,810
117,561
128,077
14,520
13,156
3,454
8,360
11,935
7,150
5,390
14,586
4,169

各21,780

HSX86
HSX87
HSX88
HSX89
HS2U4
HS2U5
HS2U6
HSA06
HSA08
HSA07
HSA09
HSAD0
HSAD1
HSB10
HSB11
HSB60
HSB61
ZZB5F
ZZB5G
HSBB0
HSBE0
HSBE1
HSCA0
HSDB0
HSDC0
HSDC1
HSDS0
HSDS1
HSDS2
HSDS3
HSDS4
HSDT0
HSDT1
HSDY0
HSDY1
HSEG3
HSEG4
HSEG5
HSFM0
HSFY1
HSGE3
HSGE4
HSGE5
HSGM0
HSF1A
HSF1B
HSF60
HSF61
HSF62
HSF63
HSF8A
HSF8B
HSH00
HSH01
HSH02
HSH03
HSH04
HSH05
HSH06
HSH08
HSH09
HSH0C

20 - 21

OPTIONAL PARTS for NOTE

マッドガード
（注4）
（注28）
プラスチックバイザー

サイドシルフィニッシャー（注2）
（注4）
リヤバンパーフィニッシャー（注3）
（注4）
ブラックグリルフィニッシャー（注29）

外

ドアハンドルプロテクター

装

ドアミラーカバー（注29）

ドアエッジモール（注30）

ハーフボディカバー（注54）
（注55）
サンシェード
（注55）
ナンバープレートリム
ナンバープレートリム+ナンバープレートロック
（注5）
（注6）
ナンバープレートロック
（注5）

3D デュアルカーペット

1台分

スモーク
ダークメタルグレー
ブラック
シルバー
ダークメタルグレー
ブラック
シルバー
ダークメタルグレー
ブラック
シルバー
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
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16）
ダークシルバー
1台分
カッパー
ブラック
ブラック
左右1台分セット
シルバー
カッパー
ホワイト
シルバー
ダークシルバー
ダークグリーン
1台分
ブルー
ダークブルー
レッドマイカ
ブラック
ラディクール、Mサイズ
ラディクール、
タイプA
フロント用（注5）
クローム
リヤ用（注5）
（注6）
1台分（リム2枚：クローム＋ロゴなしロックボルト3本：キー付）
1台分（リム2枚：クローム＋e-POWERロゴステッカー付ロックボルト3本：キー付）
1台分（リム2枚：クローム＋Nissanブランドロゴステッカー付ロックボルト3本：キー付）
ロゴなしロックボルト3本：キー付
e-POWERロゴステッカー付ロックボルト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
標準車用
プレミアム、消臭機能付
寒冷地仕様車、4WD車用
エクセレント、消臭機能付

3D フロアマット

寒冷地仕様車、4WD車用

エクセレント、消臭機能付
スタンダード

本革調シートカバー（注31）

内 装

UV&IR カットフィルム（注32）
（注52）

チャイルドセーフティシート
（注33）

ISO FIX対応チャイルドセーフティシート（注34）
（注35）
ISO FIX対応ベビーシート（注35）
（注37）
ジュニアセーフティシート
（注38）

インテリアパネル

イルミキッキングプレート
（注39）
センターコンソールマット
トノカバー（注7）
（注52）
ラゲッジアンダーボックス
（注40）
ラゲッジソフトトレイ
汎

照明付灰皿

用

毛ばたき

品

三角表示板
レスキューマンⅢ
（注41）

寒冷地仕様車、4WD車用

標準車用

プレミアム、消臭機能付
フロアカーペット

標準車用

防汚機能付

スモーク

標準車用
寒冷地仕様車、4WD車用
標準車用
寒冷地仕様車、4WD車用
標準車用
寒冷地仕様車、4WD車用
ブラック
オレンジタン
アイボリー

NissanConnectナビゲーションシステム用
TVアンテナ付車用
インテリジェント
ルームミラー
日産オリジナルナビ取付パッケージ用TVアンテナ付車用
付車用
ディーラーインストールTVアンテナ付車用

インテリジェント 日産オリジナルナビ取付パッケージ用TVアンテナ付車用
ルームミラー
無車用
ディーラーインストールTVアンテナ付車用
インナークッション付
インナークッション付（注36）
テザーベルトタイプ
インナークッション無
テザーベルトタイプ
ハイバックタイプ
ハニカム調（カッパー）
シフトノブベース
金属調（シルバー）
フィニッシャー用
カーボン調
ハニカム調（カッパー）
ウィンドウスイッチ
金属調（シルバー）
フィニッシャー用（注51）
カーボン調
シルバー
電池式、LED・白色発光
ブラック
センターコンソールイルミネーション
（上段用）無車用
上段用
センターコンソールイルミネーション
（上段用）付車用
下段用
ブラック、バックドア連動仕様
天板：前後2分割付、2WD車用
2WD ラゲッジアンダーボックス無車用
防水機能付
2WD ラゲッジアンダーボックス付車用
4WD車用
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

適用車種

X系
X系、S系

各21,780

X系
全車

21,120
各45,540

X系、S系

各67,100
各45,540

30,580
32,340
各11,220
全車

各16,984

各10,560

全車

31,900
10,450
各2,200

7,700
各9,680

3,300
各5,280

AUTECH CROSSOVER +Active・AUTECH CROSSOVER・AUTECH・X・Sの寒冷地仕様無車
AUTECH CROSSOVER FOUR +Active、AUTECH CROSSOVER FOUR、AUTECH FOUR、X FOUR、
S FOUR、AUTECH CROSSOVER +Active・AUTECH CROSSOVER・AUTECH・X・Sの寒冷地仕様車
AUTECH CROSSOVER +Active・AUTECH CROSSOVER・AUTECH・X・Sの寒冷地仕様無車
AUTECH CROSSOVER FOUR +Active、AUTECH CROSSOVER FOUR、AUTECH FOUR、X FOUR、
S FOUR、AUTECH CROSSOVER +Active・AUTECH CROSSOVER・AUTECH・X・Sの寒冷地仕様車
AUTECH CROSSOVER +Active・AUTECH CROSSOVER・AUTECH・X・Sの寒冷地仕様無車
AUTECH CROSSOVER FOUR +Active、AUTECH CROSSOVER FOUR、AUTECH FOUR、X FOUR、
S FOUR、AUTECH CROSSOVER +Active・AUTECH CROSSOVER・AUTECH・X・Sの寒冷地仕様車
AUTECH CROSSOVER +Active・AUTECH CROSSOVER・AUTECH・X・Sの寒冷地仕様無車
AUTECH CROSSOVER FOUR +Active、AUTECH CROSSOVER FOUR、AUTECH FOUR、X FOUR、
S FOUR、AUTECH CROSSOVER +Active・AUTECH CROSSOVER・AUTECH・X・Sの寒冷地仕様車
AUTECH CROSSOVER +Active・AUTECH CROSSOVER・AUTECH・X・Sの寒冷地仕様無車
AUTECH CROSSOVER FOUR +Active、AUTECH CROSSOVER FOUR、AUTECH FOUR、X FOUR、
S FOUR、AUTECH CROSSOVER +Active・AUTECH CROSSOVER・AUTECH・X・Sの寒冷地仕様車
AUTECH CROSSOVER +Active・AUTECH CROSSOVER・AUTECH・X・Sの寒冷地仕様無車
AUTECH CROSSOVER FOUR +Active、AUTECH CROSSOVER FOUR、AUTECH FOUR、X FOUR、
S FOUR、AUTECH CROSSOVER +Active・AUTECH CROSSOVER・AUTECH・X・Sの寒冷地仕様車
X系、S系

各34,800
各29,700
各19,800
各29,700
各25,300
各22,000
各69,080

AUTECH CROSSOVER系・AUTECH系・X系のインテリジェント
ルームミラー付NissanConnectナビゲーションシステム付車
AUTECH CROSSOVER系・AUTECH系・X系のインテリジェントルームミラー付
NissanConnectナビゲーションシステム無車、S系のインテリジェントルーム
ミラー付日産オリジナルナビ取付パッケージ付車

S系のインテリジェントルームミラー付日産オリジナルナビ取付パッケージ無車
AUTECH CROSSOVER系・AUTECH系・X系のインテリジェントルームミラー無
NissanConnectナビゲーションシステム無車、S系のインテリジェントルーム

全車

X系、S系

各17,160

全車

各38,280
各33,660

AUTECH CROSSOVER系・AUTECH系・X系の
NissanConnectナビゲーションシステム無車、S系
全車

AUTECH CROSSOVER +Active、AUTECH CROSSOVER、AUTECH、X、S
AUTECH CROSSOVER FOUR +Active、AUTECH CROSSOVER FOUR、AUTECH FOUR、X FOUR、S FOUR
全車

各4,400

25,080
36,300
各12,650

2,200
22,000
49,500
3,520
2,530

5YEARS COAT Premium＋未塗装樹脂コート（＊）
（注26）
5YEARS COAT Excellent＋未塗装樹脂コート（＊）
（注26）
未塗装樹脂コート
（＊）
（注26）
セキュリティシステムオートキーパー（＊）
（注26）
ボディ床下コート クリア
（＊）
（注26）
ボディ床下コート ブラック
（＊）
（注26）

7インチ ディスプレイオーディオ
7インチ ディスプレイオーディオ＋2スピーカー（注42）
9インチ ディスプレイオーディオ
9インチ ディスプレイオーディオ＋2スピーカー（注42）
9インチ ディスプレイオーディオ

HDMI入力用接続ケーブル（注43）
スピーカーキット
（注42）

リヤドアサブウーファー
（注44）

A
V
C 日産オリジナルナビゲーションMM222D-L
N
日産オリジナルナビゲーションMM222D-L＋2スピーカー（注42）
日産オリジナルナビゲーションMM222D-Le

HSRA3

ドライブレコーダー（フロント）
（DH5-D）
（注46）
（注47）

HSR22

ドライブレコーダー（フロント＋リヤ）
（DH5-S）
（注46）

HSR23

ドライブレコーダー（フロント＋リヤ）
（DH5-D）
（注46）
（注47）

HSR12
HSR13
HSR02
HSR03
HSSL0
HSSL1
HSSL2

HSTT2
HSTT4

53,000
99,000
93,500
80,876
50,300

5YEARS COAT＋未塗装樹脂コート（＊）
（注26）

HSRA2

HSTT1
各44,550

商品名

ホイールコート
（＊）
（注26）
タイヤコート
（＊）
（注26）
室内防臭 ロングタイプ
（＊）
（注26）
5YEARS COAT（＊）
（注26）
5YEARS COAT Premium（＊）
（注26）
5YEARS COAT Excellent（＊）
（注26）

日産オリジナルナビゲーションMM222D-Le＋2スピーカー（注42）
ナビゲーションロック
（注45）
ドライブレコーダー（フロント）
（DH5-S）
（注46）

HSR33

HSTT0

ミラー無日産オリジナルナビ取付パッケージ付車

S系のインテリジェントルームミラー無日産オリジナルナビ取付パッケージ無車

HSH0D
HSH0E
HSH0F
HSH0G
HSH0H
HSHH0
HSJ30
HSJ31
HSJ32
HSJH2
HSJH0
HSJH1
HSJ50
HSJ51
HSJ52
HSMD0
HSMD1
HSMK0
HSMK1
HSMK2
HSML0
HSML1
HSML2
HSMN0
HSMN1
HSMN2
HSMN3
HSMN4
HSMN5
HSMN6
HSMN7
HSN00
HSNM0
HSNP0
HSNP1
HSNP2
HSNP3
HSNP4
ZZL6E
ZZL6H
ZZL6K
HSR42
HSR43
HSR32

シ ス テ ム 商 品

フロントバンパーフィニッシャー（注1）
（注4）

仕様

（M）/スーパーブラック 2トーン
＃XGQ：オペラモーブ
＃CBC：サンライズカッパー（M）
＃FAE：サーフグリーン
（TM）
＃KBY：ステルスグレー（P）
＃XKZ：サーフグリーン
（TM）/ダークメタルグレー（M）2トーン

カーライフ
商品コード

部位

部位

商品名

取付費・消費税込または
消費税込本体価格（円）

HSTT5
HSU11
HSU20
HSU21
HSU2A
HSU61
HSUN0
HSUN1
HSUN2
HSUN3
HSUN4
HSUN5
HSUP1
HSUP2
HSVF0
HSVF1
HSVF2
HSW81
HSWN4
HSWN1
HSWN3
HSWN2
ZZN42
ZZR43
ZZR23
ZZS05
ZZNB3

仕様

取付費・消費税込または
消費税込本体価格（円）

適用車種

ホイール4本処理
タイヤ4本処理
全車

AUTECH CROSSOVER系以外用
AUTECH CROSSOVER系用
AUTECH CROSSOVER系以外用
AUTECH CROSSOVER系用
AUTECH CROSSOVER系以外用
AUTECH CROSSOVER系用
AUTECH CROSSOVER系以外用
AUTECH CROSSOVER系用
4面施工見舞金なし
6面施工見舞金なし

AUTECH系、X系、S系
AUTECH CROSSOVER系
AUTECH系、X系、S系
AUTECH CROSSOVER系
AUTECH系、X系、S系
AUTECH CROSSOVER系
AUTECH系、X系、S系
AUTECH CROSSOVER系

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）

全車

S系の日産オリジナルナビ取付パッケージ無車

日産オリジナルナビ取付パッケージ無車用
日産オリジナルナビ取付パッケージ付車用
日産オリジナルナビゲーションMM222D-L、
HDMI-Eオス〜HDMI-Aメス（1.5m、Ver.1.4b）
9インチ ディスプレイオーディオ付車用
日産オリジナルナビゲーション、
9インチ ディスプレイオーディオ付車用 HDMI-Aオス〜HDMI-Aオス（0.2m、Ver.1.4）
スピーカーキット
（2個セット）

日産オリジナルナビ取付
パッケージ無車用
日産オリジナルナビゲーション、
9インチ ディスプレイオーディオ付車用 日産オリジナルナビ取付
パッケージ付車用

スピーカー×2個､
リヤデッドニングキット

日産オリジナルナビ取付パッケージ付車用、9インチベーシックモデル
日産オリジナルナビ取付パッケージ無車用、9インチベーシックモデル
日産オリジナルナビ取付パッケージ付車用、
9インチベーシックモデルナビレコーダーリンク機能有仕様
日産オリジナルナビ取付パッケージ無車用、
9インチベーシックモデルナビレコーダーリンク機能有仕様
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、9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用
日産オリジナルナビゲーション、9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用

バックビューモニター（注48）

日産オリジナルナビゲーション、
ディスプレイオーディオ付車用

バックビュー雨滴クリーナー
（注49）
ETC2.0ユニット（BM19-D2）
（注50）
ETCユニット（BM19-S）
（注50）

インテリジェントアラウンドビューモニター付車用
日産オリジナルナビゲーション連動モデル、
ビルトインタイプ
音声ガイドモデル、
ビルトインタイプ

AUTECH CROSSOVER系・AUTECH系・X系のNissanConnectナビ
ゲーションシステム無車、S系の日産オリジナルナビ取付パッケージ付車
AUTECH CROSSOVER系・AUTECH系・X系のNissanConnectナビゲーションシステム無
日産オリジナルナビゲーションMM222D-L付車・9インチ ディスプレイオーディオ付車、
S系の日産オリジナルナビゲーションMM222D-L付車・9インチ ディスプレイオーディオ付車
AUTECH CROSSOVER系・AUTECH系・X系のNissanConnectナビゲーション
システム無日産オリジナルナビゲーション付車・9インチ ディスプレイオーディオ付車、
S系の日産オリジナルナビゲーション付車・9インチ ディスプレイオーディオ付車
S系の日産オリジナルナビ取付パッケージ無車
S系の日産オリジナルナビ取付パッケージ無日産オリジナル
ナビゲーション付車・9インチ ディスプレイオーディオ付車
AUTECH CROSSOVER系・AUTECH系・X系のNissanConnectナビゲーション
システム無日産オリジナルナビゲーション付車・9インチ ディスプレイオーディオ付車、
S系の日産オリジナルナビ取付パッケージ付日産オリジナル
ナビゲーション付車・9インチ ディスプレイオーディオ付車
AUTECH CROSSOVER系・AUTECH系・X系のNissanConnectナビ
ゲーションシステム無車、S系の日産オリジナルナビ取付パッケージ付車
S系の日産オリジナルナビ取付パッケージ無車
AUTECH CROSSOVER系・AUTECH系・X系のNissanConnectナビ
ゲーションシステム無車、S系の日産オリジナルナビ取付パッケージ付車
S系の日産オリジナルナビ取付パッケージ無車
日産オリジナルナビゲーション付車
全車
日産オリジナルナビゲーション付車、9インチ ディスプレイオーディオ付車
7インチ ディスプレイオーディオ付車
全車
日産オリジナルナビゲーション付車、9インチ ディスプレイオーディオ付車
7インチ ディスプレイオーディオ付車
インテリジェントアラウンドビューモニター無の日産オリジナル
ナビゲーション付車・ディスプレイオーディオ付車
インテリジェントアラウンドビューモニター付車
日産オリジナルナビゲーション付車
NissanConnectナビゲーションシステム無車

5,500
3,300
10,266
71,500
121,000
231,000
84,700
89,100
134,200
138,600
244,200
248,600
13,200
17,600
15,180
19,580
12,100
8,470
18,150
14,520
3,630
81,340
93,440
99,132
111,232
96,360
9,785

カーライフ
商品コード

ZZV3B
ZZV60
ZZV50
ZZVFB
ZZVG1
ZZVH1
ZZVFJ
ZZVFK
ZZVG7
ZZVG8
ZZVH7
ZZVH8
ZZVJ0
ZZVJ1
ZZVR0
ZZVR2
ZZVU0
ZZVU2
ZZVUA
ZZVUC
ZZVUE
HS3E2
HS3E3
HS3F0
HS3F1
HS3F2
HS661

1,572

HS662

12,100
50,424

HS3P0
HS3M0

49,500

HS3M1

199,000
229,404
241,504
219,000
249,404
261,504
3,300
46,118
45,238
54,478
79,074
78,194
87,434
38,000
28,380
52,481
35,101

HS870
HS874
HS876
HS872
HS878
HS87A
ZZ7D1
HS7FC
HS7FD
HS7FE
HS7FF
HS7FG
HS7FH
HS7J0
HS7U0
HS5W0
HS5T1

（注1）
フロントバンパーフィニッシャー非装着車に対して、最大約16mmダウンします。
（注2）サイドシルフィニッシャー非装着車に対して、最大約38mmダウンします。
（注3）
リヤバンパーフィニッシャー非装着車に対して、最大約39mmダウンします。
（注4）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
（注6）
リヤ用はナンバ−プレ−ト封印前に装着してください。
（注7）
トノカバーの上に荷物等を載せないでください。運転時は後方視界の妨げになり、急ブレーキ時などは荷物等が落下し思わぬ事故につなが
等と干渉する場合がありますのでご注意ください。
（注5）字光式ナンバ−プレ−トとはセットで装着できません。
るおそれがあります。
（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。
「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）
ホイールナットは同梱されておりませんので、車両標準ナット
を共用されない場合は、別途純正袋ナットをご用意ください。また、ホイールロックセットを同時装着される場合は、袋ナットタイプをお選びください。
（注10）標準装着タイヤへの組付時は、標準タイヤをホイールから取り外し、エスティーロホイールに装着する取付費が含まれます。標準装着タイヤ以外への組付時は、
（注12）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13）車両標準装備のフルホイールカバーと同時装着はできません。
（注14）同サイズ表記のタイヤでも
エスティーロホイールに標準タイヤ以外を装着する取付費が含まれます。
（注11）標準装着のホイ−ルカバーを夏・冬共用される時は不要です。
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 15）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。また、高速道路等における冬用タイヤ規制時、
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
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16）
ります。インテリジェントアラウンドビューモニター付車で、取付時にカメラを外す必要のある商品が2 商品以上の場合は、1 商品のみ「インテリジェントアラウンドビューモニター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 17 ）エンジンONでウォッシャー液を水温：
約50℃まで加温して、保温ウォッシャータンクからウォッシャー液を供給し、加温機能はスイッチでON/OFFができ、OFF時でもウォッシャー液の噴射は可能です。
（注18）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
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20）
フェリー乗船時や積載
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。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19）
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 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）
リモコンエンジ
ンスターターでエンジン始動する際、ライトスイッチの位置によらずヘッドランプ・車幅灯等は点灯しない仕様となっています。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
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。ハイブリッド車の場合、
リチウムイオンバッテリーの充電量、エンジン冷却水の温度、エアコン等の車両条件によりハイブリッドシステムがガソリンエンジ
い。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ONにしておけば、
ンの始動を自動制御しますので、エンジン冷却水の温度が高い場合は、
リモコンエンジンスターターによりエンジン始動操作をした場合でも、ガソリンエンジンが始動しない場合があります。
（注 23 ）本商品にはリモコンエンジンスターターとカーアラーム各仕様と、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。単品の各商品の注記もご参照ください。
（注24）本商品のリモコンには、エンジンスターター機能に加えカーアラームお知らせ機能を持たせています。カーアラーム プレミアム用のお知らせリモコンは付属しておりません。お知らせリモコンは追加で最大2個ま
で登録できます。
（注 25 ）車両標準装備の USB 電源ソケットと動作モードが異なります。本部品はイグニッションON 、OFFに連動して動作します。
（注 26 ）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 27 ）撥水効果の持続期間は約 12ヵ月ですが、
ご使用の条
（注 28 ）マッドガード非装着車に対して、最大フロント約 32mm 、
リヤ約 55mmダウンします。
（注 29 ）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
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。
です。
（注30）本キットは汎用品のため、車体色とは異なります。
（注31）各内装色に合わせて設定をしておりますが、お好みで違う色の組み合わせもお選びいただけます。
（注32）貼付け場所は、
リヤドアガラス
（左/右）、サイドウインドウガラス
（左/右）、バックドアガラスの5面（室内側）
になります。バックドアガラスのみ
（注33）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。体重7kg未満（参考年
フィルム2分割で貼り付けます。紫外線（UV）は約99％カット、赤外線（IR）は約95％カットします。可視光線透過率は約39％です。
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。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34）ISO FIX対応チャイルドシートベースキットで固定する場合の適用目安は、前向き：体重9kg以上〜18kg以下、身長70cm以上〜100cm以下となります。本商品を後向きで使用する場合
は、シートベルトでの固定になります。適用目安は、後向き：体重13kg未満となります。
（注35）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36）
インナー
（注37）ISO FIX対応ベビーシートベースキットで固定する場合の適用目安は、後向き：体重13kg未満、身長85cm未満となります。
（注38）車両装着時にヘッドレストと干渉する
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。
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。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）
ドアの開閉に連動して点灯・消灯します。
（注40）天板：前後2分割、軽量タイプ。重量 BOX本体：約2.8kg、天板：約
0.7kg/枚、耐荷重：70kg。BOX本体底面から天板上面の最小高さ：96ｍｍ。
（注41）
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、車種別合わせガラス設定一覧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42）2スピーカー付車はリヤスピーカー装着になります。
（注43）お手持ちのHDMI出力対応のメディア機器と接続するケーブルとなります。メディア機器やお客さまのスマートフォン等の端子に合わせた接続をしてください。
（注44）標準装備のスピーカー付車の場合は、標準装備のスピーカーと交換
して装着します。標準装備のスピーカーは取外していただきます。
（注 45）標準装着のビス2本を交換して取付けます。
（注46）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。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、バックドアフィニッシャーになります。
「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「9インチ ディスプレイオーディオ」、
「7インチ ディスプレイオーディオ」の組合せのみ対
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。また、字光式ナンバープレートとは、同時装着できません。
（注47）本機で記録した映像表示は、
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。日産オリジナルナビゲーション、9インチ ディスプレイオーディオ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）HS7C0 部品番号B8086-C9915と
は、同時装着できません。
（注48）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。ナンバープレートリム（リヤ用）
と同時装着の場合、太陽光線等が反射してモニター映像が見にくくなることがあります。
（注 49）ディーラーオプションのバックビューモニターには装着できません。装着時にバックドアフィニッシャーの一部を加
リバースに連動して作動します。作動時は高圧
工して取付けます。シフトレバーをリバースレンジに入れると、自動で作動し、3〜5 回空気を噴射します。バッテリーの状態により、噴射の回数は増減することがあります。任意の操作により噴射を止めることはできません。カメラレンズ部に水滴が付着していない場合も、
の空気を噴射するため、作動音が鳴ります。作動後に細かい水滴が残ることがあります。雪、氷、融雪剤、泥、汚れなどを除去することはできません。高圧洗浄機などの圧力の高い水流を直接ノズル部に当てないでください。
（注50）ETC2.0ユニットもしくは、ETCユニットを使用するには、別途決済用の「ETCカード」と
「 BM19-D2」は、ナビゲーションのモニター画面への表示が可能です。
「BM19-S」は、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51）
ウィ
「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ユニットとETCユニットの同時装着はできません。
ンドウスイッチフィニッシャーはフロント、
リヤの4点セットとなります。
（注52）UV&IR カットフィルムとトノカバーを同時装着する場合は、UV&IR カットフィルムを先に装着してください。また、
トノカバー装着済み車にはUV&IR カットフィルムは後から装着できません。
（注53）AUTECH CROSSOVER系へ装着の
場合は、195/60R16タイヤを装着ください。
（注54）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55）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。

とは、日産自動 車が品質 を保証している商品ブランドです。
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カーライフ コレクション for NOTE
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。

〈NISSAN INTELLIGENT MOBILITY〉

〈 e-POWER（シルバー）〉

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。

〈 e-POWER（ブラック）〉

〈レッド〉

〈ブラック〉

THULE システムキャリア
〈レッドクローム〉

〈ブルークローム〉

〈マットクロームシルバー〉

裏側

〈マットクロームブルー〉

フルカバータイプのポリカーボネート製インテリジェントキーケースです。
○ NISSAN INTELLIGENT MOBILITY：ZZRUV/
：ZZRU6/e-POWER（ブラック）
：ZZRU7/
e-POWER（シルバー）
レッドクローム：ZZRU4/ブルークローム：ZZRU5/
マットクロームシルバー：ZZRUT/ マットクロームブルー：ZZRUU

ベースキャリア

牛革で仕立てた、蓋の開け閉めがしやすい

質感と耐久性を兼ね備えた

フラップタイプのインテリジェントキーケースです。

ウルトラスエードを使用した車検証ケースです。

ウイングバーEVO（アルミ製）

4,400 円（消費税込本体価格）HSRX1

○レッド /ブラック
各 1,980 円（消費税込本体価格）

車検証ケース

DC/AC インバーター
車両のバッテリー（ DC12V ）から
一般家電製品（ AC100V ）を使用可能にする変換機

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

装着イメージ

NISSAN インテリジェントキーケース

インテリジェントキーケース（フルカバータイプ）

※株式会社阿部商会の取扱商品です。

フット

各 4,950 円（消費税込本体価格）ZZRUX/ZZRUW

63,580 円（取付費・消費税込）ZZKXS
●ウイングバー EVO（アルミ製）TH7113
●フット TH7105

●取付キット

アタッチメント

※セルスター工業株式会社の取扱商品です。

●内容品明細

車両のバッテリー（ DC12V ）
と簡単に装着でき、AC100V 出力コンセント×2 系統の
同時使用に対応。使用する機器の周波数に合わせて 50Hz/60Hz の設定が可能です。
さらに、2.4A USB 出力×2 系統も同時に使用できます。

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

収納時

サンシェード
日差しを遮り、車内の温度上昇を和らげます。折りたたんでシートポケットなどに収納可能です。

積み降ろしを楽にするスライド機能付き

車載用防災キット
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。

7,920 円（消費税込本体価格）HSRX0

7,700 円（消費税込本体価格）ZZRW0

○ 1 人用

ウインタースポーツキャリア
Thule SnowPack Extender 7325

サイクルキャリア Thule ProRide 598

TH7325

54,560 円（取付費・消費税込）ZZKQ9

ステイヤー
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）
●集中力を維持しやすくストレスがたまりにくい、

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
TH598（ウイングバーEVO用）

36,960 円（取付費・消費税込）ZZKQR

※株式会社ウェッズの取扱商品です。

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

〈ブラック〉
〈ブラック〉

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

DC/ACインバーター（本体＋専用ケーブルキット＋収納バック付き）

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

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

〈ホワイト〉

USB ケーブル

落ち着ける運転環境づくりをサポートします。

（注 1 ）

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。

●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 ）

〈ホワイト〉

● 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。

14,299 円（消費税込本体価格）HSRZ0

各種リモコンキーを
収納可能

マルチキーケース
2 ポート USB
カーアダプター

各 173,250 円（取付費・消費税込）ZZHA3/ZZHA4

○ 2WD 車用 /4WD 車用

本体

（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。

●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。

防水マルチケース

防護服にも使用される特殊な生地を使用した

IPX8 適合の防水ポーチです。

キーケースです。インテリジェントキーや各種リモコンキー、

アウトドアやレジャーでアクティブに使用可能です。

ご自宅のカギやカードなどがたくさん収納できます。

スマートフォンの操作も可能です。

○ブラック/ホワイト

○ブラック/ホワイト

各 3,080 円（消費税込本体価格）ZZRT1/ZZRT2

各 2,200 円（消費税込本体価格）ZZRT3/ZZRT4

●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。

躍動感あるスポークデザイン「ステイヤー」
（ 15 インチ）
標準装着タイヤへの組付時
標準装着タイヤ以外への組付時
（ 16 インチ）
シルバー

標準装着タイヤへの組付時
標準装着タイヤ以外への組付時

63,540 円（取付費・消費税込）ZZA88
56,500 円（取付費・消費税込）ZZA89

ETC2.0車載器

69,960 円（取付費・消費税込）ZZA8A
62,920 円（取付費・消費税込）ZZA8B

● 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。

※三菱電機株式会社の取扱商品です。

34,012 円（取付費・消費税込）HS5X0

※一部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。
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カー ラ イフ コ レ ク シ ョ ン for NOTE

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。
オートバックス取扱商品

ヘッドライト融 雪ヒーター

静粛性向上シート D-Comfort

NOTE での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。

ヘッドライトに貼り付ける融 雪ヒーター

今までになかった車両の静粛性を向上させる商品

外 気 温 感 知オート ON/OFF 機 能 搭 載

便利アイテム

※アルパインマーケティング株式会社の取扱商品です。

●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。

スクーターの音での実測
（300Hz~800Hz）

●洗車機使用可能。
（ブラシ式、高圧洗浄式

70

どちらにも対応）

65

●車検対応。

静粛性向上シートなし
静粛性向上シートあり

60

400Hz〜500Hzにて約3dB低減効果あり
※特徴的なエンジン音の中音域約30%低減

（dB）

55

※ PIAA 株式会社の取扱商品です。

50
45
40
35

電子タバコホルダー

スマートフォンホルダー

USB 電源

アンブレラケース

IQOS 3 のポケットチャージャーとIQOS 3 MULTI が

スマートフォンを片手で簡単に装着可能なクイック吸盤

急速充電対応ポートを含む合計 3 ポート利用可能な

高級感漂う本革調。2 つにたたむと、

同時にホールドできます。
（充電機能付）

タイプのホルダー。スポーティなカーボン調デザインです。

USB 電源です。
（ 12V アクセサリーソケット付）

折りたたみ傘やお子様用の短い傘も収納可能です。

4,752 円（消費税込本体価格）ZZAA3

3,036 円（消費税込本体価格）ZZAA2

3,168 円（消費税込本体価格）ZZAA4

ヘッドライトに貼り付ける融雪ヒーターです。

30

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。

25
低音域

20

ヘッドライト融雪ヒーター
○ LED ヘッドランプ付車用

300Hz

中音域

400Hz

600Hz

24,640 円（取付費・消費税込）ZZGF2

800Hz
アルパインマーケティング（株）
調べ

792 円（消費税込本体価格）ZZAA6

※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。

ドライブの際に気になるロードノイズを減らし、車両の乗り心地を高めることができます。
「ハイレゾ対応グレードアッ
プスピーカー」や「リヤドアサブウーファー」とセットで設定すると、ノイズの少ない車内でよりプレミアムな音響体験
を楽しむことができます。

清掃アイテム

48,400 円（取付費・消費税込）ZZ3M1

装着箇所：ボディ内側

〈セット内容〉

保証について

コードレスハンディクリーナー

ダストボックス

洗車セット

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

隙間のホコリを吹き飛ばすブロアー機能を備えた、

足元の邪魔になりにくいスリムタイプ。

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、

※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。

ハンディサイズのコードレス掃除機です。

2 通りの開き方ができるフタ付きです。

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。

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。

726 円（消費税込本体価格）ZZAA5

※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。

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。

さらに詳しい情報を WEB に掲載しています。

カーライフコレクション
http://www.carlifecollection.jp/

●掲載の商品は、日産純正品ではありません。●掲載の商品は、車両仕様ならびに装備により適用しないことがあります。詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。
●本カタログの内容は 2022 年 10 月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。●本カタログに掲載されている写真は印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。
●本カタログに掲載されている写真の一部は合成写真となります。

26 - 27

