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OPTIONAL PARTS OPTIONAL PARTS

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

X - T R A I L

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。

●本カタログの内容は2023年4月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。●本カタログに掲載されている写真は、印刷インキや撮影条件
などから、実際の色と異なって見えることがあります。●本カタログに掲載されている写真の一部は合成写真となります。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。

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島1丁目1番1号

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

P33A OPカタログ H1-H4

OO
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01 ラゲッジネット
9,800円（消費税込本体価格）▶P15 ▶P15

02 ラゲッジトレイ
17,800円（消費税込本体価格）   

リモコンエンジンスターター
59,800円（取付費・消費税込）▶P19

06デュアルカーペット
39,800円（取付費・消費税込）～ ▶P14

07 エスティーロアルミホイール（10本スポーク）
169,400円（取付費・消費税込）～ ▶P20

03日産オリジナルナビゲーションMM222D-L/Le
218,170円（取付費・消費税込）～ ▶P16

04フロントアンダーカバー
67,800円（取付費・消費税込）～ ▶P10

05
2 - 3

P33A OPカタログ P02-03
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動画はこちらから

カスタマー＃1  八ヶ岳/スキー場（Xグレード / グレー）

03
04

日産オリジナルナビゲーションMM222D-L/Le日産オリジナルナビゲーションMM222D-L/Le
フロントアンダーカバーフロントアンダーカバー

01
02

ラゲッジネットラゲッジネット
ラゲッジトレイラゲッジトレイ

05
06
07

リモコンエンジンスターターリモコンエンジンスターター
デュアルカーペットデュアルカーペット
エスティーロアルミホイール （10本スポーク）エスティーロアルミホイール （10本スポーク）

04 07

01

02

05

03

06

日産オリジナルナビゲーションMM222D-L/Le
フロントアンダーカバー

ラゲッジネット
ラゲッジトレイ

リモコンエンジンスターター
デュアルカーペット
エスティーロアルミホイール （10本スポーク）
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P33A OPカタログ P04-05

〈リヤ〉〈フロント〉

ふたりで過ごす時間が、とっておきの時間になる。
まだ明けきらない朝、妻とお気に入りのゴルフ場へ向かう。 ウェルカム&セーフティーライトで迎えられ、多彩なイルミがドライブ気分を盛り上げる。
開放感のある緑の中を一緒に回れば、自然と笑顔が増えて会話も弾む。 ラウンド後は、由緒あるホテルでゆったり過ごすのがお決まりのコース。

01 グリルイルミネーション
56,800円（取付費・消費税込）～ ▶P12

02 シーケンシャルドアミラーウインカー
39,800円（取付費・消費税込）～   ▶P12

05 イルミキッキングプレート
39,800円（取付費・消費税込）▶P14

06ウェルカム&セーフティーライト
39,800円（取付費・消費税込）▶P12

07 トノカバー
29,800円（消費税込本体価格）▶P15

03日産オリジナルドライブレコーダー（フロント+リヤ）（DH5-S）
86,302円（取付費・消費税込）▶P18

04フットウェルランプ
29,800円（取付費・消費税込）▶P14

4 - 5

動画はこちらから

カスタマー＃2  軽井沢/ゴルフ場 （Gグレード / ホワイト）

0203

01

03

04

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

フットウェルランプフットウェルランプ

01
02

グリルイルミネーショングリルイルミネーション
シーケンシャルドアミラーウインカーシーケンシャルドアミラーウインカー

05
06
07

イルミキッキングプレートイルミキッキングプレート
ウェルカム&セーフティーライト ウェルカム&セーフティーライト 
トノカバートノカバー

04

05

06

07

日産オリジナルドライブレコーダー
（フロント+リヤ）（DH5-S）

フットウェルランプ

グリルイルミネーション
シーケンシャルドアミラーウインカー

イルミキッキングプレート
ウェルカム&セーフティーライト 
トノカバー
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P33A OPカタログ P06-07

X-TRAILと一緒なら、新しい日常がはじまる。
週末は、郊外へ少し足を延ばすのがここ最近の夫婦のトレンド。  X-TRAILのラゲッジなら一目惚れのアイテムも余裕で積めるので、ショッピングも楽しい。
公園の心地よい風を感じながら電動アシスト自転車で巡れば、新鮮な感覚に心がはずむ。 次に行ってみたい場所が増え、休日がなかなか忙しい。

04プラスチックバイザー
34,800円（取付費・消費税込）▶P11

05 デュアルカーペット
39,800円（取付費・消費税込）～ ▶P14

06 ETCユニット（BM19-S）
25,850円（取付費・消費税込）▶P18

02 9インチ ディスプレイオーディオ
99,800円（取付費・消費税込）▶P18

03日産オリジナルドライブレコーダー（フロント+リヤ）（DH5-D）

〈リヤ〉〈フロント〉

83,302円（取付費・消費税込）▶P18

6 - 7

本カタログに掲載の電動アシスト自転車「HONBIKE」について、詳しくはこちらから

URL：https://www.honbike.co.jp/

01 ラゲッジフルカバー
19,800円（取付費・消費税込）～ ▶P15

動画はこちらから

カスタマー＃3  夫婦で郊外のショッピングモールへ （Xグレード）

01

03

04

03
04

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

プラスチックバイザープラスチックバイザー
01
02

ラゲッジフルカバーラゲッジフルカバー
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

05
06

デュアルカーペットデュアルカーペット
ETCユニッETCユニットト（BM19-S）（BM19-S）

05

06

02

03

日産オリジナルドライブレコーダー（フロント+リヤ）（DH5-D） 

プラスチックバイザー
ラゲッジフルカバー
9インチ ディスプレイオーディオ

デュアルカーペット
ETCユニット（BM19-S）
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8 - 9

OPTIONAL PARTS for X-TRAIL

PACKAGE
X-TRAILとのカーライフがさらに充実するアイテムを、うれしいパッケージでご用意。

ベーシックパックプラス

ドライブレコーダーと定番アイテムをセットにしたパッケージ。メーカーオプションナビを選んだ方におすすめです。

5点セット

インテリアLEDバルブパック

インテリアのバルブをセットでLED化するお得なパッケージ。

3点セット

○マップランプ用

○ルームランプ用/リヤ読書灯用＊2

○ラゲッジランプ用

1

2

3

マップランプ用○1 ルームランプ用/リヤ読書灯用＊2○2

日産オリジナル
ドライブレコーダー
（フロント＋リヤ）（DH5-S）

○1 プラスチック
バイザー

○3 ホイールロック
セット

○4 ナンバープレートリム＋
ナンバープレートロック

○5デュアル
カーペット

○2

詳しくはP18へ 詳しくはP11へ 詳しくはP20へ 詳しくはP20へ詳しくはP14へ

ベーシックパック

ディーラーオプションナビやディスプレイオーディオを選ぶ方向けに、新車購入時の定番を揃えたパッケージ。

3点セット

○デュアルカーペット （2列車用/3列車用）

○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ブランドロゴステッカー付）

1

2

3

デュアルカーペット○1 プラスチックバイザー○2 ナンバープレートリム＋
ナンバープレートロック

○3 ○2列車用 84,280円（取付費・消費税込）
○3列車用 88,279円（取付費・消費税込）

詳しくはP20へ詳しくはP11へ詳しくはP14へ

詳しくはP20へ詳しくはP20へ

寒冷地快適パッケージ （ウインターブレード Ver）

雪や凍結に備えた、e-4ORCE車におすすめのパッケージ。寒い朝も安心して出発できます。

3点セット

ヘッドライト融雪ヒーター＊1 ウインターブレード○3
詳しくはP23へ
○2リモコンエンジンスターター

詳しくはP19へ
○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）

○デュアルカーペット （2列車用/3列車用）

○プラスチックバイザー

○ホイールロックセット

○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ブランドロゴステッカー付）

1

2

3

4

5

○2列車用 180,921円（取付費・消費税込）
○3列車用 184,921円（取付費・消費税込）

イルミネーションパッケージ2点セット

ナビレコカメラお買い得パック＋ETC2.0

大画面9インチナビと、ナビ連携で安心をサポートする装備をセットにしたお得なパッケージ。

4点セット

アドベンチャーズパッケージ
ディーラーオプションでしか装着できない専用デザインが、
力強くタフなイメージをさらに際立たせるパッケージ。

3点セット

○フロントアンダーカバー

○リヤアンダーカバー

○フロントバンパーフィニッシャー

1

2

3

フロントアンダーカバー○1 リヤアンダーカバー○2 フロントバンパーフィニッシャー○3
詳しくはP11へ詳しくはP10へ詳しくはP10へ

DAレコカメラパック＋ETC

大画面のディスプレイオーディオを中心に連携する、安心サポート装備をセットにしたパッケージ。

4点セット

9インチ ディスプレイ
オーディオ

詳しくはP18へ

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

（BM19-S）

詳しくはP18へ

○3 バックビューモニター

詳しくはP19へ

○4

日産オリジナルナビゲーション
（MM222D-L/Le）

詳しくはP16へ

○1 日産オリジナルドライブレコーダー
（フロント＋リヤ）（DH5-D）
○2 ETC2.0ユニット

（BM19-D2）

詳しくはP18へ

詳しくはP18へ

詳しくはP18へ

○3 バックビューモニター

詳しくはP19へ

○4

○9インチ ディスプレイオーディオ
○日産オリジナルドライブレコーダー
　 （フロント＋リヤ）（DH5-D）

○ETCユニット （BM19-S）

○バックビューモニター

1

2

3

4

WEBはこちらからは ちらから

洗練された光の演出で、上質感と安全性をさらに高めるイルミネーションのパッケージ。 ○グリルイルミネーション

○ウェルカム&セーフティーライト
1

2

グリルイルミネーション○1 ウェルカム&セーフティーライト○2

○キャリブレーション時間含まず
　通常合計価格：159,600円～のところ

155,000円（取付費・消費税込）～
〇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時間含む
　通常合計価格：163,120円～のところ

156,760円（取付費・消費税込）～

○通常合計価格 21,340円/21,340円のところ　
19,668円/19,668円（取付費・消費税込）

詳しくはP12へ詳しくはP12へ

○オーディオレス車用 
245,851円（取付費・消費税込）

○日産オリジナルナビゲーション （MM222D-L/Le）

○日産オリジナル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）

○バックビューモニター

1

2

3

4

○オーディオレス車用
　通常合計価格：MM222D-L：385,122円/
                     MM222D-Le：405,122円のところ

375,121円/385,121円（取付費・消費税込）

ラゲッジランプ用○3
詳しくはP20へ

注）車両仕様、同時購入する商品により必要になるキャリブレーションの時間が異なるため、価格の詳細につきまして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。

＊1 ヘッドライト融雪ヒーターは、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、P23の「カーライフコレクション for X-TRAIL」コーナーの「保証について」をご確認ください。

＊2 ルームランプ用は、パノラミックガラスルーフ無車用、リヤ読書灯用は、パノラミックガラスルーフ付車用となります。

注）車両仕様、同時購入する商品により必要になるキャリブレーションの時間が異なるため、価格の詳細につきまして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。

○キャリブレーション時間含まず
　通常合計価格：96,600円のところ

95,000円（取付費・消費税込）
〇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時間含む
　通常合計価格：98,360円～のところ

96,760円（取付費・消費税込）～

○リモコンエンジンスターター
○ヘッドライト融雪ヒーター＊1

○ウインターブレード （フロント用＋リヤ用：1台分）

1

2

3

○キャリブレーション時間含まず

104,999円（取付費・消費税込）
〇キャリブレーション時間含む、プロパイロットパーキング無車用

106,759円（取付費・消費税込）
〇キャリブレーション時間含む、プロパイロットパーキング付車用

112,039円（取付費・消費税込）

X-TRAIL_OPカタログ_P0809

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。
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10 - 11

01 フロントアンダーカバー

シルバーの凸部をアクセントに効かせた専用デザイン。ダイナミックな印象を加えつつ、上質さも演出します。

67,800円（取付費・消費税込）

02 リヤアンダーカバー

リヤスタイルのボディ下に力強くタフなイメージを与え、リヤビューを引き締めます。

            57,000円/58,078円（取付費・消費税込）

03 マッドガード

タイヤのはね上げる小石や泥でボディが傷付くのを軽減します。

25,900円（取付費・消費税込）

04 サイドステップ

小さなお子さまの乗り降りにも便利なアイテム。サイドスタイルにアクティブで洗練された印象を演出します。

99,800円（取付費・消費税込）

05 フロントバンパーフィニッシャー  （ブラック） 

ヘッドランプ下に精悍なアクセントを効かせ、スポーティな存在感を主張します。

06 フードディフレクター

SUVらしいタフなイメージをさらに強調します。

29,800円（取付費・消費税込）

07 リヤバンパープロテクター

バンパー上部にシルバーのアクセントを加えるとともに、荷物の出し入れなどによる傷付きを防ぎます。

18,000円（取付費・消費税込）

08 プラスチックバイザー  （アクリル製：1台分）

クルマとの一体感がある精緻なデザインのプラスチックバイザー。雨の日でも車内の換気ができます。

34,800円（取付費・消費税込）

EXTERIOR エクステリアアイテム

アウトドアシーンで個性が際立つエクステリアアイテム。
WEBはこちらからは ちらから

OPTIONAL PARTS for X-TRAIL

〈フロント〉

〈リヤ〉

注）マッドガード非装着車に対し、最大フロント約102mm、リヤ約53mm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。

注）ラゲッジエントリーガードとは材質/デザインテイストが異なるため、同時装着はできません。注）本商品は、ウェルカム&セーフティーライトとの同時装着はできません。

〇キャリブレーション時間含まず  

〇フロント用＋リヤ用：1台分 〇アルミ製 〇サテンクローム、樹脂製

〇リフレックスリフレクター右＋左：
   リモコンオートバックドア無車用/付車用

69,560円/74,840円（取付費・消費税込）
〇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時間含む
　プロパイロットパーキング無車用/付車用

34,800円（取付費・消費税込）〇キャリブレーション時間含まず 〇スモーク

36,560円/41,840円（取付費・消費税込）
〇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時間含む
   プロパイロットパーキング無車用/付車用

X-TRAIL_OPカタログ_P10-11
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09 グリルイルミネーション

オートライトに連動してフロントグリルの白色発光LEDが点灯。
シグネチャーランプと融合した美しい光が、夜間の存在感をさらに高めます。

56,800円（取付費・消費税込）

10 LEDフォグランプ

高輝度なLEDタイプで、低消費電力に加えロングライフも実現。
悪天候時の視認性を高め安全走行をサポートします。

11 シーケンシャルドアミラーウインカー

フロントターンランプと連動してドアミラーのLEDが流れるように光り、先進的でスタイリッシュな印象を演出します。

39,800円（取付費・消費税込）

12 ウェルカム&セーフティーライト

足もとを明るく照らし、夜間や暗い駐車場での安全な乗り降りをサポートします。

キーアンロックまたはドアオープンに連動して点灯します。

39,800円（取付費・消費税込）

13 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とペグで固定することでキャノピーとしても使用可能です。

39,600円（消費税込本体価格）

14 サンシェード

車外取付タイプ。吸盤とサイドミラーに紐で固定し設置します。

10,450円（消費税込本体価格）

15 ハーフボディカバー

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。

31,900円（消費税込本体価格）

EXTERIOR エクステリアアイテム

洗練されたスタイルを引き立たせる先進のアイテム。
WEBはこちらからは ちらから

OPTIONAL PARTS for X-TRAIL

〈経過中〉

〈消灯時〉

〈点灯時〉

〇キャリブレーション時間含まず

〇キャリブレーション時間含まず    
インテリジェントアラウンドビューモニター付車用

41,560円（取付費・消費税込）〇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時間含む

46,840円（取付費・消費税込）〇プロパイロットパーキングサイドカメラキャリブレーション時間含む

58,560円/63,840円（取付費・消費税込）
〇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時間含む
   プロパイロットパーキング無車用/付車用

各69,900円（取付費・消費税込）
〇フォグランプ無、リヤLEDフォグランプ無車用/付車用

各71,660円（取付費・消費税込）
　キャリブレーション時間含まず  
　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時間含む

内側から外側へ流れるように
点灯することで、視認性を
アップ。（点灯イメージ）

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。
本商品は、サイドステップとの同時装着はできません。 〇ラディクール：タイプA 〇ラディクール：Mサイズ  

Radi-Cool（ラディクール） 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 日産調べ。

○ラディクール

太陽光の反射 宇宙への放射

車の中を快適に

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。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。

サンシェードなし 一般的なサンシェード Radi-Cool

夏の車室内温度

-10度以上

車のボディ

Radi-Cool

Radi-Cool（ラディクール）の優れた冷却効果

X-TRAIL_OPカタログ_P12-13
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16 フットウェルランプ

ドアの開閉とスモールランプに連動して前席と2列席の足もとで
間接照明が点灯。室内をラグジュアリーに演出します。

29,800円（取付費・消費税込）

17 イルミキッキングプレート （電池式、LED・白色発光）

ドアを開けるとX-TRAILロゴのLED照明が光り、乗る人を迎えます。
乗車時の高揚感が高まる先進的なデザインです。

39,800円（取付費・消費税込）

18 デュアルカーペット （ブラック、1台分）

上質なカーペットとラバーマットの2枚重ね構造。ボタンで簡単に着脱でき、シーンに合わせた使い分けが可能です。

39,800円（取付費・消費税込）

20 ラゲッジトレイ

ラゲッジフロア上に置けるワイドなトレイ。

防水仕様で、取り外してよごれを洗い流すことも容易にできます。

17,800円（消費税込本体価格）

WEBはこちらからは ちらから

OPTIONAL PARTS for X-TRAIL

〈フロント〉

〈フロント〉

〈リヤ〉〈リヤ〉

○2列車用
43,800円（取付費・消費税込）○3列車用

19 フロアカーペット （ブラック、エクセレント、1台分） 

ソフトで上質な感触が楽しめるフロアカーペット。

メタルエンブレムが洗練された雰囲気を演出します。

35,800円（取付費・消費税込）○2列車用
39,800円（取付費・消費税込）○3列車用

〇2列車用

〈2列車用〉 〈3列車用〉

インテリアアイテムINTERIOR
より上質な室内空間を演出し、ラゲッジの機能性を高めます。

日産純正のフロアカーペットは
意匠登録出願済です。

日産専用エンブレム付。

日産純正のフロアカーペットだから、
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。

このラベルが
「日産純正」の証

〈フロアカーペット使用時の注意事項〉
運転席用のフロアカーペットは、安全のため、車両の
クリップに必ず固定してください。その他のカーペット
等を重ねて使用しないでください。フロアカーペット
や重ね敷きしたカーペット等が車両のペダルに干渉し
て、ペダル操作に支障をきたす場合があります。

21 ラゲッジネット （タイトホールドタイプ）

小物や袋物、ボールなど動きやすいものを、

伸縮性に優れたネットでしっかりとホールドして積むことができます。

9,800円（消費税込本体価格）○2列車、3列車共用

23 トノカバー

ラゲッジスペースを上からカバーし、

積載した荷物を車外の視線から守ることができます。

各29,800円（消費税込本体価格）〇2列車用/3列車用

24 ラゲッジフルカバー

リヤシートを倒した状態でも、シートバックからラゲッジルームの

フロアまでカバー。汚れを防ぎ車内を保護する防水タイプです。

21,800円/19,800円（取付費・消費税込）
〇2列車用/3列車用

22 ラゲッジエントリーガード （左右セット、1台分）

荷物の出し入れの際にラゲッジ開口部をガードするとともに、

シルバーのアクセントで上質感を演出します。

17,800円（取付費・消費税込）○2列車/3列車共用、ステンレス製

〈2列車用〉 〈3列車用〉

※写真の色や照度は実際とは異なります。

注）リヤバンパープロテクターとは材質/デザインテイストが異なるため、同時装着はできません。

X-TRAIL_OPカタログ_P14-15
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OPTIONAL PARTS for X-TRAIL

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。2次元コードからご確認
ください。

3年地図更新無料
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12ヶ月点検、初回車検時が対象
となります。詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。

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。

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P21をご覧ください。

28 日産オリジナルナビゲーションMJ322D-L （9インチ）

奥行きのあるサウンドが楽しめ、DVD/CDデッキを搭載したモデル。

〇オーディオレス車用   249,000円（取付費・消費税込）

NAVIGATION/AUDIO ナビゲーション/オーディオ

日産オリジナルナビゲーションに、楽しさと便利さが進化したWi-Fi搭載モデルが登場。

※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：OTA自動地図更新。※3：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）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→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4）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5）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6）SD/SDHC/SDXC規格のSDカードには対応していますが、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7）インテリジェントアラウンドビューモニターは、標準またはメーカーオプション設定となります。（注8）別途、
microSDカード（市販品）が必要となります。（注9）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10）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11）別売のHDMI接続用ケーブルが必要となります。（注12）USBデバイスを接続するには別売のUSBケーブル3,024円（消費税込本体価格）が必要となります。取付には別途取付費用がかかります。（注13）ドライブレコーダーの映像のみ投影可能です。
●BluetoothおよびBluetoothロゴはBluetooth SIG.Inc.の登録商標です。●iPod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システムセンターの商標です。

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

地図
データ
メディア

名　称

D
OP

D
OP

※1

̶

モニター 音声認識 VICS
WIDE

Nissan
Connect
サービス

地上
デジタル
テレビ
（12セグ
＋

ワンセグ）
（注1）

iPod®/
iPhone
（注3）

USBメモリー  Blue
tooth® カメラ

̶

カーライフ
アドバイザーに

お問い合わせください。

Navi
Con

取付費・消費税込本体価格 ナビゲーション機能 AV機能 その他機能

FM/AM
ラジオ
（ワイド
FM対応）

DVD
ビデオ
（注1）

HDMI
入力

CD/
CD-R/
CD-RW

音楽
レコー
ディング

レコーダー
リンク
（注1）
（注9）

ハンズ
フリー

microSDカード
SDカード

ETC2.0
（注5）

ナビ
連動
タイプ

ドライブ
レコーダー
連動

インテリジェント
アラウンドビュー
  モニター（注7）

バック
ビュー
モニター

AUDIO
再生

AUDIO
再生

AUDIO
再生

VIDEO
再生（注1）

VIDEO
再生（注1）

AUDIO
再生

オーディオレス車用

―
9インチ

ディスプレイ
オーディオ

9インチ
HD ― ― ― ― △ △―― ○ ○― ― ○ ― ―― ― ○

（注4）
○

（注4）
○

（注4）

写真はイメージです。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。

WEBはこちらからは ちらから

画面はハメ込み合成です。

＊ハイビジョン画質はHDMI接続の場合となります。注）後席専用モニターは、前席のナビゲーションに接続し、テレビ等の映像をご覧いただく商品です。（ナビ
ゲーション画面は映りません。）後席専用モニター単体では映像は出ませんので、前席のナビゲーションと組合わせてご使用ください。後席専用モニターの
画面の開閉操作は手動式となります。付属しているリモコンでナビゲーション本体のAV関係の操作が可能です。ただし、ナビゲーションの操作はできません。

明るくクリアな映像を実現した11インチHD液晶モニターで、走行中でもハイビジョン画質＊の映像を楽しめます。
使用しないときは、画面本体を折りたたんで格納できます。

27 後席専用モニター

〇日産オリジナルナビゲーションMM222D-L/Le付車用：HDMI用、パノラミックガラスルーフ無車用
118,800円（取付費・消費税込）

〇日産オリジナルナビゲーションMJ322D-L付車用：コンポジット用、パノラミックガラスルーフ無車用
109,470円（取付費・消費税込）

〈リモコン〉

Topic 2 レコーダーリンク

録画番組も、放送中の番組も、自宅と同じように車内で楽しめる！

ご家庭のレコーダーとナビをスマートフォンを経由して接続。
多彩な映像が車内で楽しめます。

・録画番組（アニメ、ドラマなど）　・ムービー（家族で撮影した動画など）　・スポーツ中継（地上波、BS、CS）

MM222D-Le

※お客様のお手持ちのスマートフォンの通信を使います。※接続可能なレコーダー等の詳細は2次元コードよりご確認ください。

詳しくはこちらから詳しくは ちらから

Topic 1 スマートフォンによる地図更新

ナビにWi-Fiを内蔵。スマートフォンを使って
自分の好きなときに、車内で手軽に部分地図更新が可能。

お手持ちのポータブルDVD/Blu-rayプレーヤーや家庭用ゲーム機など、HDMI出力対応のメディア機器と接続できます。

約3年間の期間中、無料で部分地図更新を年6回実施。
新しく開通した道路などがいち早くルート探索に使えます。

MM222D-L/9インチ ディスプレイオーディオをお買い求めのお客さまは、HDMI-Eオス~HDMI-Aメス（1.5m） 9,785円（取付費・消費税込）のご購入が必要です。

お手持ちの端末のHDMI出力端子がHDMI-Aメスの場合は、HDMI-Aオス~HDMI-Aオス（0.2m） 1,572円（消費税込本体価格）をお買い求めいただければ接続可能になります。

詳しくはP26のオプショナルパーツ一覧表をご参照ください。

※MM222D-LeにはHDMI-Eオス~HDMI-Aメスが付属しておりますので追加でお買い求めいただく必要はございません。

〈部分地図更新内容〉
・道路地図（縮尺50m～250km）※細街路含む
・案内画像（3D交差点拡大図、JCT分岐、方面看板など）　・音声案内　・地点検索データ

Topic3 HDMI入力に対応

MM222D-L MM222D-Le

※無料全地図更新は、従来通り販売店で行います。
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249,000円
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26 日産オリジナルナビゲーションMM222D-Le
　　 （9インチ）

〇オーディオレス車用 238,170円（取付費・消費税込）

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。

25 日産オリジナルナビゲーションMM222D-L
　　 （9インチ）

〇オーディオレス車用 218,170円（取付費・消費税込）

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。

Wi-Fi接続

●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、バックビューモニターをセット
にしたナビレコカメラお買い得パックもご用意しております。
詳しくはP8をご覧ください。

X-TRAIL_OPカタログ_P16-17

ーダーとナビをスマートフォンを経由して接続。
車内で楽しめます。

メ ドラマなど）・ムービー（家族で撮影した動画など）・スポー

インターネット

映像
ストリーミング

再生

MM222D-Le

自宅

クルマ

レコーダー
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注）D H 5 - Sは、
NissanConnect
ナビゲーションシス
テムで映像を投影
できますが、操作は
できません。
DH5-Dは、日産オリ
ジナルナビ、ディス
プレイオーディオで
の操作が可能です。

18 - 19

OPTIONAL PARTS for X-TRAIL

（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、超音波センサーのキャンセル操作をしてください。（注3）カーアラーム エントリー、カーアラーム スタンダード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P25の〈オプショナルパーツ一覧表〉をご覧ください。
（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

34  カーアラーム スタンダード（注1）、（注2）、（注3） ○1 ～○2

カーアラーム エントリーに、
「超音波センサー」をプラスした仕様になっております。35 カーアラーム エントリー（注1）、（注3） ○1

〈セキュリティラベル〉

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。

写真は当該車両とは異なります。

○2  超音波センサー

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
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。

ドアこじ開け セキュリティインジケーター＊
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。

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。

○1 カーアラーム

　59,800円（取付費・消費税込）

37,800円（取付費・消費税込）

BASIC ITEM ベーシックアイテム

充実したセキュリティとドライバーの安心を叶えるアイテム。

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。●取付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でエンジンを始動すると、25°Cの設定でエアコンが起動します。●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。●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とカーアラームエントリー、カーアラームスタンダード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P25の〈オプショナルパーツ一覧表〉をご覧ください。

〈車内アンテナ〉※2

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）、フロントバンパーフィニッシャーと同時装着の場合、
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。

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またはディスプレイオーディオの画面に表示。
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。

○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

33 バックビューモニター  （カラー映像）

36,900円（取付費・消費税込）

モニターから見た後方視界イメージ

写真は当該車両とは異なります。

〈フロント用〉 リヤカメラ部

フロントカメラ部

ドライブ
レコーダーの
動画はこちらから

写真はイメージです。画面はハメ込み合成です。
注）実際の録画画面には、一部車両の部品が映り込みます。

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。（DH5-S）（DH5-D）

○スマートフォンアプリでのリアルタイム映像表示例

スイッチ＋マイク＋スピーカー
（DH5-S）

〈リヤ用〉

NAVIGATION/AUDIO ナビゲーション/オーディオ

スマートフォン連携のオーディオや、連動機能を搭載した安心アイテムが揃いました。

●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。●「DH5-S」で記録した映像表示は、NissanConnectナビゲーションシステムとの組み合わせのみ対応しています。ドライブレコーダーの操作は、ドライブレコーダー専用のスイッチ、もしくは連携したスマートフォン専用アプリから行います。「DH5-D」で記録した映像表示は、日産オリジナルナビ
ゲーションまたは9インチ ディスプレイオーディオとの組合せのみ対応しています。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）GD7C0 部品番号B8086-C9915とは、同時装着できません。また、共にSDカード
スロットを装備したパソコンでの再生やスマートフォンでの再生にも対応しております。再生にはWebでダウンロード可能な専用ビューアーソフトを使用します。専用ビューアーソフトは、Windows 7（32ビット版、64ビット版）、Windows 8.1（32ビット版、64ビット版）、Windows 10（32ビット版、64ビット版）のOS、および
macOS Sierra（10.12）、macOS High Sierra（10.13）、macOS Mojave（10.14）、macOS Catalina（10.15）に対応しています。その他の機器で再生する場合は、次の仕様をご確認ください。動画/音声圧縮方式：FMP4（H.264+PCM）画像サイズ：1920×1080/1280×720。保安基準に適合する最適な取付位置を
取付要領書でご案内しております。誤った取付位置では保安基準に適合しなくなる恐れがあるため、必ず取付要領書をご確認ください。●本機はGPSにより位置情報や速度情報を記録する機能を有していますが、起動直後やビル街、トンネル、高架下など受信環境が悪い場所での走行やGPS衛星の状態によっては、GPSの情報が
正常に受信できずに、ビューアーソフトでの確認時に地図上での自車位置ずれや速度が正しく表示されない場合があります。ただし、この場合でも録画や記録動画再生等のドライブレコーダーの基本的な機能についてはご利用いただけます。●フロントカメラの取付位置は、助手席側フロントガラス上部になります。リヤカメラの
取付位置は、インテリジェントルームミラー付車はバックドアガラス上部助手席側、インテリジェントルームミラー無車はバックドアガラス上部中央になります。雨粒や雪、汚れなどがリヤ映像に映りこむ場合は、リヤワイパーを利用してください。バックドアガラスがくもった場合は、リヤウインドーデフォッガーを使用し、バックドア
ガラスのくもりを取ってください。ラゲッジの荷物がバックドアガラスに反射して画面が白っぽく見える場合がございます。（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。

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

NissanConnectナビゲーションシステムに映像を表示できます。本体スイッチからの操作も可能です。

86,302円（取付費・消費税込）

30-b 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や9インチ ディスプレイオーディオに連動し、画面に映像を表示できます。

83,302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。

注）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付けできません。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。

46,750円（取付費・消費税込）
注）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。

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。

〇日産オリジナルナビゲーション連動モデル

31 ETC2.0ユニット （BM19-D2）
      〈ビルトインタイプ〉

全国で普及が進み、もはや必需品ともいえるETCユニット。
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。

25,850円（取付費・消費税込）○音声ガイドモデル

32 ETCユニット （BM19-S）
       〈ビルトインタイプ〉

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。

29 9インチ ディスプレイオーディオ

99,800円（取付費・消費税込）○NissanConnectナビゲーションシステム無車用
※Apple CarPlay/Android AutoTM対応のアプリ。

写真はイメージです。画面はハメ込み合成です。

バックビュー
モニター
対応

ドライブ
レコーダー
連動

ハンズ
フリー
電話

Apple
CarPlay/
Android

AutoTM対応

FM/AM
ラジオ

（ワイドFM対応）

USB
オーディオ
音楽再生/
動画再生

iPod®
音楽対応

Bluetooth®
Audio
対応

ドライブサポート機能基本スペック

静電
タッチ
パネル

9インチ
HD

AV機能

59,800円（取付費・消費税込）

36 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。
降車時のエアコンの状態に関わらず、25°C設定のオートエアコンを始動する事が可能です。
＊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サービスパンフレット、NissanConnect Webサイトをご覧ください。

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。） ※1）盗難警報機能はありません。

※2）カーアラームと同時装着の場合はインジケーターが付いたアンテナとなります。その他はインジケーターの無いアンテナとなります。

前方はもちろん後方撮影もできるので、あおり運転や追突事故への対策になります。
設定･画像の再生などをスマートフォンのアプリから簡単に操作が行えます。

○日産オリジナルナビゲーション再生画面例

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と連動。（DH5-D）

リアルタイム録画再生

○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

＊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となります。その他はアンテナの無いインジケーターとなります。

X-TRAIL_OPカタログ_P18-19



初
校

文
字
・
絵
柄
原
稿

紫外線（UV）
約99％カット

赤外線（IR）
約95％カット

写真はe-POWERロゴステッカー付。

Nissan
ブランドロゴ

20 - 21

OPTIONAL PARTS for X-TRAIL

BASIC ITEM ベーシックアイテム

より快適で便利なカーライフをサポートする、多彩なアイテムをラインアップ。

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

メンテプロパック

54
新車購入時限定

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）。

回1車 検 コンピューター
診断 回4回412ヶ月

法定点検 回3 6ヶ月
安心点検 回4 エンジン

オイル交換 回5
＊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。

エンジンオイル&
オイルフィルター

交換

※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。）

新車登録時 初回車検時（3年目） 2回目車検時（5年目） 例えば…
日産純正ナビ・ドラ
イブレコーダー※1な
どの修理代が無料！

17,600円
（消費税込）

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）

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）

グッドプラスⅠ

グッドプラス保証 〈グッドプラスⅠ〉わずかな負担で、メーカー保証とほぼ同様の保証を延長できるサービスです。

保証開始

走行距離制限

メーカー保証が切れた時点から

加入時：制限なし 保証終了：10万km

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。

新車のような光沢が5年間持続

※保証については、1年ごとの定期点検を受けていただくことが、施工面の光沢を日産が5年間
（新車購入時施工の場合）保証する条件となります。
（注1）専用のメンテナンスキットが付属します。（注2）お客さまの使用環境及びメンテナンス状況に
より異なる場合がございます。（注3）本商品はオートバックス取扱商品の洗車セットとは両立しません。

写真は当該車両とは異なります。

●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します。

●愛車を汚れから守る防汚性。普段の洗車・お手入れが簡単になります。 
●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 Excellent
264,000円（取付費・消費税込）、スタンダードタイプの5YEARS COAT

　82,500円（取付費・消費税込）もご用意しております。

45 5YEARS COAT Premium★

商品番号45～47の商品は、PIT WORK取扱いの商品です。

143,000円（取付費・消費税込）

注）お取り替えの距離の目安は雪上150km（50km/ｈ以下での走行時）程度です。耐久性は使
用状況により異なりますので、3年間6万km保証の対象外となります。高速道路等における冬用
タイヤ規制時、またはチェーン規制時には通行できない可能性がありますのでご注意ください。
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。

『緊急用タイヤ滑り止め』
・簡単装着
・軽量コンパクト
・快適な乗り心地

写真は当該車両と異なります。

〈外形寸法〉

縦：約34cm、横：約29cm、幅：約8cm、重量：約850g

48 オートソック（235/60R18、235/55R19用）

17,600円（消費税込本体価格）

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します。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。

※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フィルム2分割で貼り付けます。

37 UV&IRカットフィルム （スモークフィルム）

 各49,500円（取付費・消費税込）
〇インテリジェントルームミラー付車用/無車用

ナンバープレートロック（ロゴなし/e-POWERロゴステッカー付/Nissanブランドロゴステッカー付）
とセットになったナンバープレートリム＋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。

38 ナンバープレートリム （クローム）

ナンバープレートを守り、エクステリアを引き立てます。

各2,200円（消費税込本体価格）○フロント用/リヤ用

42 LEDバルブ

長寿命・省電力なLEDバルブ。前席を鮮やかな白色光で明るく照らします。 ルームランプのバルブをLEDの白色光に。クリアで明るい室内になります。 LEDの明るい光が手元を照らし、夜間の荷物の整理や出し入れに便利です。

8,360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。
また、写真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。

○マップランプ用

39 エスティーロアルミホイール （10本スポーク、4本）

注）ホイールナットは同梱されておりません。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装着の場合で取付
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。

スポーティな印象のスポークが、存在感を引き立てます。

〇18×7.5J、インセット40
標準装着タイヤへの装着時  176,440円（取付費・消費税込）

標準装着タイヤ以外への装着時  169,400円（取付費・消費税込）

43 LEDバルブ

各8,360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。
また、写真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。
＊ルームランプ用は、パノラミックガラスルーフ無車用、リヤ読書灯用は、
パノラミックガラスルーフ付車用となります。

○ルームランプ用/リヤ読書灯用＊

44 LEDバルブ

4,620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。
また、写真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。

○ラゲッジランプ用

40 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に
役立つ優れたセキュリティ機能を発揮します。

10,340円（取付費・消費税込）〇アルミホイール用、袋ナット 

41 ナンバープレートロック （ロックボルト3本：キー付）

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

アップアイテムとしてもお使いいただけます。

各5,280円（消費税込本体価格）
○e-POWERロゴステッカー付/Nissanブランドロゴステッカー付

5YEARS COATシリーズと
セットでの施工がおすすめです！

●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

　160,600円（取付費・消費税込）

●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。
●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。

●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。

46 未塗装樹脂コート★

17,600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。

★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。

※その他のガラスへの施工についてはP25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。

施工前 施工後

●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。

47 ウィンドウ撥水 12ヶ月★

○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

8,360円（取付費・消費税込）

11,935円（取付費・消費税込）

○フロントウィンドウ1面撥水処理

X-TRAIL_OPカタログ_P20-21
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22 - 23

オートバックス取扱商品

ドライブをもっと快適にする厳選アイテムをご紹介します。

便利アイテム 清掃アイテム

カーライフ  コレクション   for X-TRAIL 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。

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

保証について

●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2023年3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。

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。※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。

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。NISSAN collection　

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）

14,299円（消費税込本体価格）GDRZ0

（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。

●集中力を維持しやすくストレスがたまりにくい、
   落ち着ける運転環境づくりをサポートします。（注1）

●クルマの中で気になるニオイを消臭します。
   （カビ臭/汗臭/体臭/食べ物臭/タバコ臭/ペット臭）（注2）

●2ポートUSBカーアダプターを同梱し、
　本機を使用しながら同時にスマートフォンなどを
　充電することができます。

USBケーブル

本体
2ポートUSB
カーアダプター

インテリジェントキーケース ラウンドファスナー

新型インテリジェントキーに対応したラウンドファスナータイプの

本革製キーケースです。内側はマイクロファイバーを使用し、

キー本体への傷を防ぎます。

4,950円（消費税込本体価格）GDRX4

滑り防止マット

振動などでスマートフォンがずれたり動いたりするのを防ぐ

エラストマー製マット。ワイヤレス充電に対応しています。

1,980円（消費税込本体価格）GDRY1

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。

7,700円（消費税込本体価格）ZZRW0○1人用

●内容品明細
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

1,540円（消費税込本体価格）GDRY0

車検証ケース

組子柄をデザインした車検証ケースです。

内側は車検証などの印字の転写を抑える生地を使用しています。

各2,200円（消費税込本体価格）ZZRT3/ZZRT4

防水マルチケース

IPX8適合の防水ポーチです。
アウトドアやレジャーでアクティブに使用可能です。

スマートフォンの操作も可能です。

○ブラック/ホワイト

マルチキーケース

各3,080円（消費税込本体価格）ZZRT1/ZZRT2
○ブラック/ホワイト

防護服にも使用される特殊な生地を使用したキーケースです。

インテリジェントキーや各種リモコンキー、

ご自宅のカギやカードなどがたくさん収納できます。

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。

ヘッドライト融雪ヒーター

※PIAA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。
●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。

写真は当該車両とは異なります。

コードレスハンディクリーナー

隙間のホコリを吹き飛ばすブロアー機能を備えた、

ハンディサイズのコードレス掃除機です。

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。

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。

アンブレラケース

高級感漂う本革調。2つにたたむと、
折りたたみ傘やお子様用の短い傘も収納可能です。

792円（消費税込本体価格）ZZAA6

写真は当該車両とは異なります。

ダストボックス

足元の邪魔になりにくいスリムタイプです。

付属のフタは2通りの開け方ができます。

726円（消費税込本体価格）ZZAA5

USB電源

急速充電対応ポートを含む合計3ポート利用可能な
USB電源です。（12Vアクセサリーソケット付）

3,168円（消費税込本体価格）ZZAA4

写真は当該車両とは異なります。

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

LEDバルブ ライセンスランプ用

専用設計だからこそ、ライセンスプレートを白く色むらなく
スタイリッシュに引き締めます。

ダーククローム

レッドクローム

ピンクゴールド

ブルークローム

インテリジェントキーケース （シリコンカバータイプ）

シリコンタイプの柔らかさにクロームの光沢を実現した高級感溢れる

モデル。本商品のクローム加工は電波に影響を与えづらい仕様です。

各1,870円（消費税込本体価格）GDRX0/GDRX3/GDRX1/GDRX2
○ダーククローム/レッドクローム/ピンクゴールド/ブルークローム

〈ブラック〉 〈ホワイト〉
各種
リモコンキーを
収納可能

〈ブラック〉 〈ホワイト〉

○牛革製、ブラック

29,040円（取付費・消費税込）ZZGF5
30,800円（取付費・消費税込）ZZGF6
36,080円（取付費・消費税込）ZZGF7

○キャリブレーション時間含まず

○キャリブレーション時間含む、プロパイロットパーキング無車用

○キャリブレーション時間含む、プロパイロットパーキング付車用

IPF製ライセンスランプ用 INS-01（ユニット一体型2個入り） 12,540円（取付費・消費税込）ZZDSK

●明るさ：100ルーメン（純正の約12倍）
●色温度：5400ケルビン
●消費電力は1.3W（純正の約4分の1）

※IPF株式会社の
　取扱商品です。

標準バルブ LEDバルブ

X-TRAIL_OPカタログ_P22-23
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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

アドベンチャーズパッケージ                                               
（注1）（注2）（注3）（注4） 

フロントアンダー
カバー＋
リヤアンダーカバー＋
フロントバンパー                                  
フィニッシャー
のセット

キャリブレーション時間含まず、
リモコンオートバックドア無車用 Xのリモコンオートバックドア無車、S 155,000 GDX00

キャリブレーション時間含まず、
リモコンオートバックドア付車用 G、Xのリモコンオートバックドア付車 156,078 GDX08

インテリジェントアラウンドビューモニターキャリ
ブレーション時間含む、プロパイロットパーキング無、
リモコンオートバックドア無車用

Xのリモコンオートバックドア無車 156,760 GDX05

インテリジェントアラウンドビューモニターキャリ
ブレーション時間含む、プロパイロットパーキング無、
リモコンオートバックドア付車用

Xのリモコンオートバックドア付車 157,838 GDX09

インテリジェントアラウンドビューモニターキャリ
ブレーション時間含む、プロパイロットパーキング付、
リモコンオートバックドア付車用

G 163,118 GDX0A

イルミネーションパッケージ 

グリルイルミネー
ション＋ウェルカム&
セーフティーライト
のセット

キャリブレーション時間含まず エクストリーマーX、G、X、S 95,000 GDX10
インテリジェントアラウンドビューモニターキャリ
ブレーション時間含む、プロパイロットパーキング
無車用（注1）

エクストリーマーX、X 96,760 GDX11

インテリジェントアラウンドビューモニターキャリ
ブレーション時間含む、プロパイロットパーキング
付車用（注5）

G 102,040 GDX12

ベーシックパック（注6）（注7） 
デュアルカーペット（2列車用/3列車用）＋プラスチック
バイザー＋ナンバープレートリム（1台分）+Nissanブランド
ロゴステッカー付ナンバープレートロックのセット

2列車用 2列車 84,280 GDX20
3列車用 3列車 88,279 GDX21

ベーシックパック+ホイールロック
（注6）（注7） 

デュアルカーペット（2列車用/3列車用）＋プラスチック
バイザー＋ナンバープレートリム（1台分）+Nissan
ブランドロゴステッカー付ナンバープレートロック＋
ホイールロックセットのセット

2列車用 2列車 94,620 GDX30

3列車用 3列車 98,619 GDX31

ベーシックパック プラス（注6）（注7） 

デュアルカーペット（2列車用/3列車用）＋プラスチック
バイザー＋ナンバープレートリム（1台分）+Nissan
ブランドロゴステッカー付ナンバープレートロック＋
ドライブレコーダー（フロント＋リヤ）（DH5-S）＋
ホイールロックセットのセット

2列車用 2列車  180,921 GDX42

3列車用 3列車  184,921 GDX43

インテリアLEDバルブパック 
LEDバルブ マップランプ用＋ラゲッジランプ用＋ルームランプ用のセット AUTECH、エクストリーマーX、X、S、AUTECH ADVANCED package・Gのパノラミックガラスルーフ無車

各19,668
GDX60

LEDバルブ マップランプ用＋ラゲッジランプ用＋リヤ読書灯用のセット AUTECH ADVANCED package・Gのパノラミックガラスルーフ付車 GDX61

ナビレコカメラお買い得パック＋ETC2.0
（MM222D-L） オーディオレス車用

日産オリジナルナビゲーションMM222D-L＋
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）＋ バックビュー
モニターのセット

AUTECH・エクストリーマーX・Xのインテリジェントアラウンド                                                                                                     
ビューモニター無 NissanConnectナビゲーションシステム無車、S 375,121 GDX75

ナビレコカメラお買い得パック＋ETC2.0
（MM222D-Le） オーディオレス車用

日産オリジナルナビゲーション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）＋バックビュー
モニターのセット

AUTECH・エクストリーマーX・Xのインテリジェントアラウンド                                                                                          
ビューモニター無 NissanConnectナビゲーションシステム無車、S 385,121 GDX76

DAレコカメラパック＋ETC オーディオレス車用
9インチ ディスプレイオーディオ＋ドライブレコー
ダー（フロント＋リヤ）（DH5-D）＋ETCユニット
（BM19-S）＋バックビューモニターのセット

AUTECH・エクストリーマーX・Xのインテリジェントアラウンド                                                                                          
ビューモニター無 NissanConnectナビゲーションシステム無車、S 245,851 GDX77

寒冷地快適パッケージ
（ウインターブレードver）（注17）（注48）

リモコンエンジン
スターター＋ウイン
ターブレード＋ヘッド
ライト融雪ヒーター
のセット

キャリブレーション時間含まず 全車 104,999 GDX50
キャリブレーション時間含む、プロパイロットパーキング無車用 AUTECH、エクストリーマーX、X 106,759 GDX52
キャリブレーション時間含む、プロパイロットパーキング付車用 AUTECH ADVANCED package、G 112,039 GDX54

寒冷地快適パッケージ
（超撥水ウインターブレードver）
（注17）（注48） 

リモコンエンジン
スターター＋超撥水
ウインターブレード
＋ヘッドライト融雪
ヒーターのセット

キャリブレーション時間含まず 全車 106,759 GDX51
キャリブレーション時間含む、プロパイロットパーキング無車用 AUTECH、エクストリーマーX、X 108,519 GDX53
キャリブレーション時間含む、プロパイロットパーキング付車用 AUTECH ADVANCED package、G 113,799 GDX55

空 

調

クリーンフィルター（＊）（注8）
「花粉対応タイプ」 全車 3,190 GD2U4
「花粉・におい・アレルゲン対応タイプ」 全車 6,182 GD2U5

クリーンフィルタープレミアム（＊）（注8） 「最上級」 全車 7,315 GD2U6

足
ま
わ
り

アルミホイール 
10本スポーク（エスティーロ）

4本、18×7.5J、
インセット40                                      
（注9）（注10）

標準装着タイヤへの装着時 エクストリーマーX、X、S 176,440 GDA02
標準装着タイヤ以外への装着時 エクストリーマーX、X、S 169,400 GDA03

アルミホイール スノータイヤ用
18×7.5J エクストリーマーX、X、S 283,360 GDA50
19×7.5J（注51） AUTECH、AUTECH ADVANCED package、G 248,120 GDA51

ディスクホイールオーナメント（注51） スノータイヤ用 AUTECH、AUTECH ADVANCED package、G 8,800 GDB20
ホイールロックセット アルミホイール用、袋ナット 全車 10,340 ZZB5F
合金鋼チェーン（注11） 235/60R18、235/55R19用、梯子型 エクストリーマーX、G、X、S 24,310 GDBB0
オートソック（注11）（注12） 235/60R18、235/55R19用 エクストリーマーX、G、X、S 17,600 GDBE0
ジャッキ ジャッキ、ホイールナットレンチ、ジャッキロッド 全車 10,109 GDCA0

電 

装

LEDフォグランプ（注13）

フォグランプ無、
リヤLEDフォグランプ
無車用

キャリブレーション時間含まず X・SのリヤLEDフォグランプ無車 69,900 GDC00
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時間含む（注1） XのリヤLEDフォグランプ無車 71,660 GDC01

フォグランプ無、
リヤLEDフォグランプ
付車用

キャリブレーション時間含まず X・SのリヤLEDフォグランプ付車 69,900 GDC02
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時間含む（注1） XのリヤLEDフォグランプ付車 71,660 GDC03

グリルイルミネーション 

キャリブレーション時間含まず エクストリーマーX、G、X、S 56,800 GDCH0
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時間含む

プロパイロットパーキング無車用（注1） エクストリーマーX、X 58,560 GDCH1
プロパイロットパーキング付車用（注5） G 63,840 GDCH2

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

フットウェルランプ 全車 29,800 GDDB0
ウェルカム&セーフティーライト（注49） 全車 39,800 GDDM0
LEDバルブ マップランプ用 マップランプ用 T10ウェッジ2個 全車 8,360 GDDS0
LEDバルブ ルームランプ用 ルームランプ用 T10ウェッジ2個 AUTECH、エクストリーマーX、X、S、AUTECH ADVANCED package・Gのパノラミックガラスルーフ無車 8,360 GDDS1
LEDバルブ リヤ読書灯用 リヤ読書灯用 T10ウェッジ2個（左右各1個） AUTECH ADVANCED package・Gのパノラミックガラスルーフ付車 8,360 GDDS3
LEDバルブ ラゲッジランプ用 ラゲッジランプ用 T10＊31 全車 4,620 GDDS2

シーケンシャルドアミラーウインカー

キャリブレーション時間含まず AUTECH・エクストリーマーX・Xのインテリジェントアラウンドビューモニター付車、AUTECH ADVANCED package、G 39,800 GDDT0
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時間含む（注1） AUTECH・エクストリーマーX・Xのインテリジェントアラウンドビューモニター付車 41,560 GDDT1
プロパイロットパーキングサイドカメラキャリブレーション時間含む（注5） AUTECH ADVANCED package、G 46,840 GDDT2

カーアラーム エントリー（注14） 全車 37,800 GDEG0
カーアラーム スタンダード（注14）（注15） 全車 59,800 GDEG1

ユーロホーン（注2）
キャリブレーション時間含まず エクストリーマーX、G、X、S 9,800 GDFK0
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時間含む（注1）

プロパイロットパーキング無車用 エクストリーマーX、X 11,560 GDFK1
プロパイロットパーキング付車用 G 16,840 GDFK2

追加リモコン（注16） インテリジェントキー用
リモートキー

2ボタン（L/UL） Xのリモコンオートバックドア無車、S
各8,360

GDFM0

3ボタン（L/UL/PBD） AUTECH、AUTECH ADVANCED package、                                                                                                                        
エクストリーマーX、G、Xのリモコンオートバックドア付車 GDFM1

リモコンエンジンスターター（注17） 全車 59,800 GDFY0
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18） 全車 104,364 GDGE0

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18） 全車 126,364 GDGE1

外 

装

ウインターブレード（＊） 
フロント用、右側650mm、左側430mm 全車 12,705 GDF1A
リヤ用、285mm 全車 3,454 GDF1B

ウィンドウ撥水 12ヶ月（＊）（注19）（注20）

フロントウィンドウ撥水処理 全車 8,360 GDF60
フロントウィンドウ＋フロントドアガラス撥水処理 全車 11,935 GDF61
リヤドアガラス＋リヤサイドガラス撥水処理 全車 7,150 GDF62
バックガラス撥水処理 全車 5,390 GDF63

超撥水ウインターブレード（＊） 
フロント用、右側650mm、左側430mm 全車 13,750 GDF8A
リヤ用、285mm 全車 4,169 GDF8B

マッドガード（注4）（注21） フロント用＋リヤ用 全車 25,900 GDH00
プラスチックバイザー アクリル製 全車 34,800 GDHH0
サイドステップ（注50） アルミ製 全車 99,800 GDJH0
フードディフレクター スモーク 全車 29,800 GDJR0
カーサイドタープ（注22） ラディクール 全車 39,600 GDLH0
リヤバンパープロテクター サテンクローム 全車 18,000 GDMT0

フロントバンパーフィニッシャー（注1） 
ブラック、キャリブレーション時間含まず エクストリーマーX、G、X、S 34,800 GDMW0
ブラック、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時間含む

プロパイロットパーキング無車用 エクストリーマーX、X 36,560 GDMW1
プロパイロットパーキング付車用 G 41,840 GDMW2

ハーフボディカバー（注22）（注23） ラディクール：Mサイズ 全車 31,900 GDN00

フロントアンダーカバー
（注1）（注2）（注3）（注4） 

キャリブレーション時間含まず G、X、S 67,800 GDN70

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時間含む

プロパイロットパーキング無車用 X 69,560 GDN71
プロパイロットパーキング付車用 G 74,840 GDN72

リヤアンダーカバー リフレックスリフレクター右＋                                             
リフレックスリフレクター左

リモコンオートバックドア無車用 Xのリモコンオートバックドア無車、S 57,000 GDNE0
リモコンオートバックドア付車用 G、Xのリモコンオートバックドア付車 58,078 GDNE2

サンシェード（注23） ラディクール：タイプA 全車 10,450 GDNM0

ナンバープレートリム クローム
フロント用（注6） 全車

各2,200
GDNP0

リヤ用（注6）（注7） 全車 GDNP1

ナンバープレートリム+
ナンバープレートロック（注6）（注7） 

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） 全車 7,700 GDNPA
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） 全車

各9,680
GDNPB

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） 全車 GDNPC

ナンバープレートロック（注6）
ロゴなしロックボルト3本：キー付 全車 3,300 ZZL6E
e-POWERロゴステッカー付ロックボルト3本：キー付 全車

各5,280
ZZL6H

Nissanブランドロゴステッカー付ロックボルト3本：キー付 全車 ZZL6K

内 

装

フロアカーペット ブラック
エクセレント、2列車用 2列車 35,800 GDR10
エクセレント、3列車用 3列車 39,800 GDR11

デュアルカーペット ブラック
2列車用 2列車 39,800 GDR20
3列車用 3列車 43,800 GDR21

UV&IRカットフィルム（注24） スモークフィルム
インテリジェントルームミラー付車用 AUTECH・エクストリーマーX・Xのインテリジェントルームミラー付車、

AUTECH ADVANCED package、G 各49,500
GDTT0

インテリジェントルームミラー無車用 AUTECH・エクストリーマーX・Xのインテリジェントルームミラー無車、S GDTT1
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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

チャイルドセーフティシート（注25） インナークッション付 全車 53,000 GDU11

ISO FIX対応チャイルドセーフティシート
（注26）（注27） テザーベルトタイプ

インナークッション付（注28） 全車 99,000 GDU20
インナークッション無 全車 93,500 GDU21

ISO FIX対応ベビーシート（注27）（注29） テザーベルトタイプ 全車 80,876 GDU2A
ジュニアセーフティシート（注30） ハイバックタイプ 全車 50,300 GDU61
イルミキッキングプレート（注31） 電池式、LED・白色発光 全車 39,800 GDUP0
ラゲッジネット（注32）（注33） 2列車、3列車共用、タイトホールドタイプ 全車 9,800 GDW20

トノカバー（注34）
2列車用 2列車

各29,800
GDW80

3列車用（注33） 3列車 GDW81

ラゲッジフルカバー
2列車用 2列車 21,800 GDWC0
3列車用 3列車 19,800 GDWC1

ラゲッジトレイ（注35） 2列車用 2列車 17,800 GDWN0
ラゲッジエントリーガード 2列車、3列車共用、左右セット、1台分 全車 17,800 GDWV0

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 全車 22,000 ZZR43
オーストリッチ、グレー 全車 49,500 ZZR23

三角表示板 停止表示板 全車 3,520 ZZS05
レスキューマンⅢ（注36） カッター＋ハンマー 全車 2,530 ZZNB3

シ
ス
テ
ム
商
品

ホイールコート（＊）（注19） ホイール4本処理 全車 5,500 ZZV3B
タイヤコート（＊）（注19） タイヤ4本処理 全車 3,300 ZZV60

抗菌・抗ウイルスコート　ロングタイプ
（＊）（注19）

2列車用 2列車 17,600 ZZV81
3列車用 3列車 22,000 ZZV82

5YEARS COAT（＊）（注19） 全車 82,500 ZZVFD
5YEARS COAT Premium（＊）（注19） 全車 143,000 ZZVG3
5YEARS COAT Excellent（＊）（注19） 全車 264,000 ZZVH3
5YEARS COAT＋
未塗装樹脂コート（＊）（注19） 全車 100,100 ZZVFP

5YEARS COAT Premium＋
未塗装樹脂コート（＊）（注19） 全車 160,600 ZZVGZ

5YEARS COAT Excellent＋
未塗装樹脂コート（＊）（注19） 全車 281,600 ZZVHZ

未塗装樹脂コート（＊）（注19） 全車 17,600 ZZVJ1

セキュリティシステムオートキーパー
（＊）（注19）

4面施工見舞金なし 全車 15,180 ZZVR0
6面施工見舞金なし 全車 19,580 ZZVR2
8面施工見舞金なし 全車 23,980 ZZVR4

ボディ床下コート クリア（＊）（注19）
床下全面処理 全車 16,940 ZZVU1
足まわり部品処理 全車 8,470 ZZVU2

ボディ床下コート ブラック（＊）（注19）
床下全面処理 全車 21,780 ZZVUB
足まわり部品処理 全車 18,150 ZZVUD
ホイールハウス処理（4箇所） 全車 3,630 ZZVUE

グ
ッ
ズ

インテリジェントキーケース（注37） シリコンカバー
タイプ

ダーククローム 全車

各1,870

GDRX0
ピンクゴールド 全車 GDRX1
ブルークローム 全車 GDRX2
レッドクローム 全車 GDRX3

インテリジェントキーケース 
ラウンドファスナー（注37） 牛革製、ブラック 全車 4,950 GDRX4

車載用防災キット（注37） 1人用 全車 7,700 ZZRW0
車検証ケース（注37） 全車 1,540 GDRY0
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37） 全車 14,299 GDRZ0

滑り防止マット（注37） 全車 1,980 GDRY1

マルチキーケース（注37）
ブラック 全車

各3,080
ZZRT1

ホワイト 全車 ZZRT2

防水マルチケース（注37）
ブラック 全車

各2,200
ZZRT3

ホワイト 全車 ZZRT4

A
V
C
N

9インチ ディスプレイオーディオ AUTECH・エクストリーマーX・XのNissanConnectナビゲーションシステム無車、S 99,800 GD3F0

HDMI入力用接続ケーブル（注38） 

日産オリジナルナビゲーションMM222D-L、                             
9インチ ディスプレイオーディオ付車用

HDMI-Eオス～
HDMI-Aメス              
（1.5m、Ver.1.4b）

日産オリジナルナビゲーションMM222D-Lまたは9インチ ディスプレイオーディオ付車                    9,785 GD660

日産オリジナルナビゲーションMM222D-L/
Le、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）

日産オリジナルナビゲーションMM222D-L/Leまたは9インチ ディスプレイオーディオ付車                                                                                   1,572 GD661

後席専用モニター（注39） 
パノラミックガラス
ルーフ無車用、
ルーフ取付タイプ

日産オリジナルナビゲーションMM222D-L/Le
付車用：HDMI パノラミックガラスルーフ無の日産オリジナルナビゲーションMM222D-L/Le付車 118,800 GD770

日産オリジナルナビゲーションMJ322D-L
付車用：コンポジット パノラミックガラスルーフ無の日産オリジナルナビゲーションMJ322D-L付車 109,470 GD771

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

日産オリジナルナビゲーション
MM222D-L 

オーディオレス車用

汎用9インチベーシックモデルナビ オーディオレス車 218,170 GD872

日産オリジナルナビゲーション
MM222D-Le 

汎用9インチベーシックモデルナビ、
レコーダー連携機能有仕様 オーディオレス車 238,170 GD873

日産オリジナルナビゲーション
MJ322D-L 車種専用9インチベーシックモデルナビ オーディオレス車 249,000 GD6B0

ドライブレコーダー（フロント）（DH5-S）
（注40）（注41）（注42） 全車 47,225 GD7F4

ドライブレコーダー（フロント）（DH5-D）
（注40）（注42）（注43） 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ゲーションまたは9インチ ディスプレイオーディオ付車 44,226 GD7F5

ドライブレコーダー（フロント＋リヤ）
（DH5-S）（注40）（注41）（注42） 全車 86,302 GD7F6

ドライブレコーダー（フロント＋リヤ）
（DH5-D）（注40）（注42）（注43） 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ゲーションまたは9インチ ディスプレイオーディオ付車 83,302 GD7F7

バックビューモニター（注44） 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ゲーションまたは9インチ ディスプレイオーディオ付車 36,900 GD7J0
ETC2.0ユニット（BM19-D2）
（注45）（注46） 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 日産オリジナルナビゲーション付車 46,750 GD5W0

ETCユニット（BM19-S）（注45）（注47） 音声ガイドモデル、ビルトインタイプ AUTECH・エクストリーマーX・XのNissanConnectナビゲーションシステム無車、S 25,850 GD5T0

（注1）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「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時間含む」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2）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3）フロントアンダーカバー非装着車に対し、最大約6mm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等と干渉する場合がありますのでご注意ください。（注5）プロパイロットパー
キング付車は、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。プロパイロットパーキング付車で、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「プロパイロットパーキングキャリブレーション時間含む」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6）字光式ナンバープレートとはセットで装着できません。（注7）リヤ用はナンバープレート封印前に
装着してください。（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。「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。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装着時」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
イヤ以外への装着時」は、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）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。また、高速道路等における冬用タイヤ規制時、またはチェーン規制時には通行できない可能性がありますのでご注意くださ
い。（注13）フォグランプ点灯スイッチは、インストパネルへの装着となります。（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。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15）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16）本
部品には、メカニカルキーが付随しておりません。（注17）取付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でエンジンを始動すると、25°Cの設定でエアコンが起動します。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。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18）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19）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20）撥水効果の持続期間は約12ヵ月
ですが、ご使用の条件によって異なる場合があります。時速60km以上で走行すると水玉が飛びます。ただし、雨量や車種により、水玉が飛ぶ速度が若干異なる場合があります。（注21）マッドガード非装着車に対し、最大フロント約102mm、リヤ約53mmダウンし
ます。（注22）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23）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24）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。（注25）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26）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27）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28）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29）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30）車両装着時にヘッドレスト
と干渉する場合は、ヘッドレストを外してご使用ください。適用目安は、体重15kg以上～36kg以下、身長100cm以上～150cm以下となります。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31）ドアの開閉に連動して点灯・消灯します。（注32）
固定する積載物の大きさや形状、固定位置、運転状況によっては、積載物が固定しきれずに倒れたりすべることがあります。（注33）本商品を3列車に取付ける場合、3列席のシートバックを車両前方に倒す必要があります。3列席には乗車不可能となります。（注34）
トノカバーの上に荷物等を載せないでください。変形・破損する恐れがあります。（注35）サイズ：（外寸）L 699.5mm×W 929.4mm×H 36.8mm。本商品は2列車用の商品となります。3列車への取付けはできません。（注36）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37）数に限りがありますので予めご了承ください。（注38）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39）後席専用モニターは、前席のナビゲーションに接続し、テレビ等の映像をご覧いただく商品です。（ナビゲーション画
面は映りません。）後席専用モニター単体では映像は出ませんので、前席のナビゲーションと組合わせてご使用ください。後席専用モニターの画面の開閉操作は手動式となります。付属しているリモコンでナビゲーション本体のAV関係の操作が可能です。ただし、ナ
ビゲーションの操作はできません。（注40）映像が記録されなかった場合や記録されたデータが破損していた場合による損害、本機の故障や本機を使用することによって生じた損害については一切責任を負えませんのでご注意ください。本機で記録した映像は、そ
の使用目的や使用方法によっては、被写体のプライバシーなどの権利を侵害する場合がありますのでご注意ください。夜間にナビの画面や昼間に太陽光を反射してダッシュボード等がガラスに映り込み、映像に残る場合があります。フロントガラスの黒色プリントやミ
ラーベースなどが映り込み、映像に残る場合があります。LED式信号機は目に見えない高速で点滅しているため、点滅して記録されるなど、点灯していない状態で記録される場合があります。また、SDカードスロットを装備したパソコンでの再生やスマートフォンで
の再生にも対応しております。再生にはWebでダウンロード可能な専用ビューアーソフトを使用します。専用ビューアーソフトは、Windows 7（32ビット版、64ビット版）、Windows 8.1（32ビット版、64ビット版）、Windows10（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。グローブボックス内に車検証や取扱説明書が入らない場合がございます。（注41）本機で記録した映像表示は、NissanConnectナビゲー
ションシステムとの組み合わせのみ対応しています。ドライブレコーダーの操作は、ドライブレコーダー専用のスイッチ、もしくは連携したスマートフォン専用アプリから行います。（注42）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、インテリジェントルームミラー付車用は、バックドアガラス上部助手席側、インテリジェントルームミラー無車用はバックドアガラス上部中央になります。雨粒や雪、汚れなどがリヤ映像に映りこむ場合は、リヤワイパーを利用してください。バックドア
ガラスがくもった場合は、リヤウインドーデフォッガーを使用し、バックドアガラスのくもりを取ってください。ラゲッジの荷物がバックドアガラスに反射して画面が白っぽく見える場合がございます。（注43）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ま
たは、9インチ ディスプレイオーディオとの組合せのみ対応しています。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）GD7C0 部品番号
B8086-C9915とは、同時装着できません。（注44）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こむ場合があります。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）、リヤバンパープロテクター等と
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45）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になり
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。ETC2.0ユニット、ETCユニット本体に表示はありません。（注46）ナビゲーションのモニター画面への表示が可能です。（注47）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48）クリアランスランプON、かつ外気温約5°C以下で作動します。（注49）本商品は、サイドステップとの同時装着はできません。（注50）本商品は、ウェルカム&セーフティーライトとの同時装着はできません。（注51）20インチ車への装着の際は整備要領書の
手順に従い、コンサルトによるタイヤ径補正を実施してください。また、20インチホイールへ戻す際も同様の作業が必要です。（＊）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。

〈カーライフ コレクション一覧表〉
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

カ
ー
ラ
イ
フ 

コ
レ
ク
シ
ョ
ン

オ
ー
ト
バ
ッ
ク
ス
取
扱
商
品

洗車セット（注1） 全車 6,325 ZZAA0
コードレスハンディクリーナー 全車 7,920 ZZAA1
電子タバコホルダー 全車 4,752 ZZAA3
USB電源 全車 3,168 ZZAA4
ダストボックス 全車 726 ZZAA5
アンブレラケース 全車 792 ZZAA6

ヘッドライト融雪ヒーター（注2） LEDヘッドランプ用
キャリブレーション時間含まず 全車 29,040 ZZGF5
キャリブレーション時間含む、プロパイロットパーキング無車用 全車 30,800 ZZGF6
キャリブレーション時間含む、プロパイロットパーキング付車用 全車 36,080 ZZGF7

ETC2.0車載器（注3） ETC2.0メインキット 全車 34,210 GD5X0
LEDバルブ ライセンスランプ用 IPF製 ライセンスランプ用 INS-01、ユニット一体型2個入り 全車 12,540 ZZDSK

（注1）本商品はディーラーオプション設定の5YEARS COAT（Excellent、Premium含む）とは両立しません。（注2）クリアランスランプON、かつ外気温約5°C以下で作動します。
（注3）本商品については、保証期間は1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。


