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本カタログの「取付費・消費税込」および「消費税込本体価格」の表示価格は消費税率10%の表示となります。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。

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島1丁目1番1号
●本カタログの内容は2020年10月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。●本カタログに掲載されている写真は、印刷インキや撮影条件
などから、実際の色と異なって見えることがあります。●本カタログに掲載されている写真の一部は合成写真となります。なお、写真の小物類は撮影のための小道具です。

スピードおさえて、いい運転。シートベルトとチャイルドシートを忘れずに。

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

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

本カタログ掲載商品の保証期間は、お買い上げ
日またはお取付け日から3年間です。ただしそ
の期間内でも走行距離が6万kmまでとします。
※一部商品（5YEARS COAT、NISMOパーツ、日産グッズ、
DVD-ROM、車載用防災キット他）は除きます。詳細はカー
ライフアドバイザーにお問い合わせください。

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

◆
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INTRODUCTION

EXTERIOR ITEM

「プロクオリティ」を、あなたに。

Photo：16X-2R。ボディカラーはブリリアントシルバー（M）〈＃K23〉。

Photo：GX（5人乗り）。ボディカラーはブレードシルバー（M）〈＃K51〉。

ビジネスの最前線で活躍するプロたち。

彼らが求めるのは、誰かのための

クルマやパーツではない。

エクステリア、インテリア、

そしてラゲッジ。それぞれの

パーツが、自らのビジネスに

フィットすること。そのとき、

クルマは道具からビジネスを共に

成功させるパートナーへと変わる。

働くひとの視点から生まれた

NV200バネット 

オプショナルパーツ。

プロ一人ひとりの理想を実現する

確かなクオリティを、いま、あなたに。

リヤスタイルをスタイリッシュに、引き締まった印象を与えるバックドアフィニッシャー。
別売のナンバープレートリムとのコンビネーションにより、ひとつ上の高級感とさらなる統一感を演出します。

05バックドアフィニッシャー（メッキ）
32,685円（取付費・消費税込）PEME0

注）センター＋両サイドのセット販売となります。

インテリジェントキー付車を除くバン全車

〈フロント〉 〈リヤ〉

に

VX・GX・16X系

04 マッドガード
〈Photo〉ボディカラー：ブレードシルバー（M）〈＃K51〉
○ボディカラー各色

各21,896円（取付費・消費税込）
○無塗装（樹脂色 黒）

17,496円（取付費・消費税込）PEH10

注1）他色については、P.15の〈その他オプショナルパーツ一覧表〉をご覧ください。
注2）マッドガード非装着車に対して、最大フロント約57mm、リヤ約66mmダウンし
ます。
注3）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。

全車

全車

02 プラスチックバイザー（フロント左右セット）
17,915円（取付費・消費税込）PEHJ1

走行中の息抜きは、新鮮な外の空気で。
小雨時にもウインドウガラスを少し開けて、車内の換気がで
きます。

03 アルミホイール 
1台分（14×5J）

141,680円（取付費・消費税込）PEA01

人もクルマも、こだわりの差は足元に現れます。
高い耐久性と洗練されたデザインが魅力のアルミホイール。

注）16X系メーカーオプション設定アルミホイールと同タイプとなります。

4WD車を除く全車

01 LEDフォグランプ（白色LED 12V14W）

○フォグランプ無車用

70,085円（取付費・消費税込）PEC02

○フォグランプ付車用
66,943円（取付費・消費税込）PEC03

夜間の視認性を高め、低消費電力も実現した白色LEDフォグランプです。
色温度：5900K
注1）フォグランプ付車用は、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2）点灯時にLEDフォグランプの光が部分的にバンパーフォグランプ開口部側面に映りますが、こ
れはLEDフォグランプとして配光を拡げているために発生するもので、光軸ズレによるものではあ
りません。
注3）フォグランプ無車用は、バンのM/T車のみに装着可能です。

!メーカーオプションフォグランプ付車を除くバン（M/T車）

!16X系・バンのメーカーオプションフォグランプ付車



ルートバンを除くDX、VXのスライドサイドウインドウ無車

DXルートバンを除くスライドサイドウインドウ（両側）付車

プロも驚く、まさかの最大積載重量100kg。
ガツンと荷物を積めるから、仕事の効率もばっちり。

造園用の大きな枕木やレンガ材など、重くてかさばる荷物がたくさん必要なのはグリーンコーディネーターの宿命です。

その点、100kgまでルーフに積めるヘビーデューティーラックはとても便利です。一度に運べる量が増えたので、

コーディネートの幅も広がりました。システムバーや仕切りカーテンなど、荷物や植物を運ぶのに役立つアイテムが

あるのもうれしいですね。今ではもう、なくてはならない相棒になっちゃいました。

ヘビーデューティーラック（アルミハイブリッドタイプ）73,334円（取付費・消費税込）PEK2108
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※停車時の使用例です。走行中は荷物が移動・落下しないようにベルトやシートなどでしっかりと固定してください。

PROFESSIONAL QUALITY — GREEN COORDINATOR —
NV200 VANETTE OPTIONAL PARTS
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ルーフに直接ラックを取り付ける専用設計により、最大積載重量

100kgという圧倒的な性能を実現しました。荷台は長さ1,480mm×

幅1,270mmの広々スペース。書籍や書類を入れた重量のあるダン

ボール箱から、大きくかさばるアウトドア用品

まで。重さや大きさを問わずビジネスから

プライベートまで活躍するアイテムです。
注）最大積載重量100kg、外寸 L1,575mm×W1,365mm×H230mm。（L：長さ、W：アタッチメント取付有効幅、H：高さ）

荷台幅 1,270mm

荷台長 1,480mm

〈積載例1 ： ビジネス用途〉 〈積載例2 ： プライベート用途〉

〈車両取付部〉

エアコンの冷暖房効率をアップする透明タイプの

カーテンです。キャビンと区切ることでラゲッジルームの

荷物に直接風が当たらなくなるため、

エアコンに弱い生花などを運ぶときにも最適です。

脱着式仕切りカーテン
23,100円（取付費・消費税込）PETG1

09
仕切りカーテン付車を除くバン全車

暑さのもととなる赤外線（IR）を反射&吸収して、遮熱効果を徹底的に

高めた、最高級グレードのスモークフィルムです。

直射日光による「ジリジリ感」を緩和。

車内温度上昇を抑え、エアコンの効果を向上させます。

シートを汚れから守る専用カバー。
丈夫なポリエステル製です。

1列シート車用（フロントシートのみ）

15,924円（取付費・消費税込）PESH0

2nd ベンチシート車用（フロント＋セカンドシート） 

24,200円（取付費・消費税込）PESHA

2nd 6：4分割シート車用（フロント＋セカンドシート） 

24,200円（取付費・消費税込）PESHC

2nd ベンチシート車用（フロント＋セカンドシート） 

24,200円（取付費・消費税込）PESHB

2nd 6：4分割シート車用（フロント＋セカンドシート）

24,200円（取付費・消費税込）PESHD

DX（2人乗り）のクイックヒーターパック無車

DX（5人乗り）・VXのクイックヒーターパック無セカンドベンチシート車

DX（5人乗り）・VXのクイックヒーターパック無6：4分割式セカンドシート車

GXのクイックヒーターパック無セカンドベンチシート車

GXのクイックヒーターパック無6：4分割式セカンドシート車

シート全カバー（ポリエステル製） 10
DX・VX用

GX用

全車 !

赤外線
（IR）
約95%
カット

赤外線
（IR）
約95%
カット

紫外線
（UV）
約99%
カット

※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。バックドアガラスのみ
フィルム2分割で貼付けます。

※写真はイメージです。

37 UV&IRカットフィルム（スモークフィルム） 
スライドサイドウインドウ無・バックドアトリム無車用

56,701円（取付費・消費税込）PETT0

スライドサイドウインドウ両側付・バックドアトリム無車用/スライドサイドウインドウ両側付・バックドアトリム付車用

各56,701円（取付費・消費税込）PETT1/PETT3

●（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。



※停車時の使用例です。走行中は荷物が移動・落下しないようにベルトやシートなどでしっかりと固定してください。

プロも喜ぶ、期待以上のラゲッジアレンジ。
サッと出し入れできるから、シャッターチャンスを逃さない。

●（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。

水中写真家にとって大切なこと、それって実はスピードです。魚が回遊するポイントからポイントへ、どれだけすばやく

動けるか。自分流のやり方は、このシステムバーやマルチラゲッジネットにダイビングの道具をサッと片づけて、すぐ動く。

それだけで限られた撮影時間をムダなく使えるんです。ラゲッジマットも敷いてあるから、フィンやウェアが

濡れていても気にしないで載せられるし。もうシャッターチャンスは逃さないって、自信もつきましたね。

PROFESSIONAL QUALITY — UNDERWATER PHOTOGRAPHER —
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ウィンドウガードバー
13,828円（取付費・消費税込）PETZ1

16

DXルートバン・16X系を除く全車

万一、走行中に荷物が倒れたりした

際に、衝撃から窓を守ります。
※本商品に物をぶら下げないでください。

耐荷重はルーフ部5kg、ウエスト部3kg。システムバーの装着

など、ラゲッジをフル活用するための必須アイテムです。

車両本体に取付け用ネジ穴

を設けることで、高い耐荷重

を実現しました。ダンボール

箱などの大きな荷物を運ぶ

ときは、フックに市販のロー

プなどをかけて固定するこ

ともできます。
ルーフ部とウエスト部を合わせた左右合計10ヶ所（写真参照）に取付けできます。

ユーティリティフック  1セット2個入り2,619円（取付費・消費税込）PEW5112

別売りのユーティリティフックにセットして

使用できるアルミ製バーです。

丈夫でさびにくく取外し可能なので、

自由なアイデアで使用できます。

ウエスト部のシステム
バーは、ルーフ部のよ
うに荷物をかけるだ
けでなく、観葉植物や
図面ケースなど、物が
倒れないように支え
として使うこともでき
ます。

ルーフ部フロント側の
耐荷重は10kg、リヤ
側は5kgです。服やタ
オルなどをかけるのに
使えます。

※マルチラゲッジネットとの
　組み合わせはP.9をご覧
　ください。

システムバー  1本 7,753円（消費税込本体価格）PEW0113

ラゲッジルームを汚れから守ります。車両のフロアフックに対応した

デザインなので、取付け後もフロア

フックをそのまま使えます。

ラゲッジマット（TPO製）

バンDX（2人乗りを除く）・VX・GX用 20,743円（取付費・消費税込）PEWC2

バンDX（2人乗り）用 24,200円（消費税込本体価格）PEWCO
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DX（2人乗り）

DX（2人乗り除く）・VX・GX

〈バンDX（2人乗りを除く）・VX・GX用〉 〈バンDX（2人乗り）用〉

泥や水などの汚れを寄せ付けないラバー製マットです。

掃除しやすく滑りにくい表面デ

ザインを新たに採用しました。

汚れたときは水洗いできるので、

お手入れも簡単です。

フロアマット（SBR製）

フロントシート用 5,553円（消費税込本体価格）PERA0

セカンドシート用 5,553円（消費税込本体価格）PERA1

14

〈表面拡大〉

バン全車

DX（5人乗り）・VX・GX

注1）耐荷重ラグッジルーム1ヶ所あたり、ルーフ部5kg、ウエスト部3kgとなります。
注2）走行前に、フックにかけた物が運転を妨げたり、運転者や同乗者に危害をおよぼしたりしないか、必ず確認してください。

バン全車

バン全車

注）適車に応じ、加工しての装着になります。

ルーフ部とウエスト部を合わせた上下合計5ヶ所（上図：黄枠部分）に取付けできます。

LEDラゲッジルームランプ 15,296円（取付費・消費税込）PEDC011

標準装備のものに比べ約15倍の光量を実現。さらに左右の壁面およびラゲッジフロア全体に均一な明るさをもたらします。

荷物の搬入搬出はもちろん、小物の整理もスムーズに。省電力で長寿命も魅力です。
11

バン全車 !

注）装着には別売りのユーティリティフックが必要になります。耐荷重5kg、ラゲッジルーム ルーフ部（フロント側）については耐荷重10kgとなります。

EEERRRR  ————



プロも納得、自由自在の使いやすさ。
荷物にもお客さまにも、格別のおもてなし。

●（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。

僕のようにソロでやっている演奏家にとって、楽器を運ぶのはとても大変なんです。ケースに入れておいても車内で

ぶつかったりして、楽器もクルマも心配だし。会場に着くまでヒヤヒヤでは、良い演奏なんかできません。だから、今では

いつもマルチラゲッジネットでしっかり固定しています。これなら運転中にぶつかったりしないし。床からの衝撃も

しっかりした毛足のカーペットがやわらげてくれます。ちょっと上質な雰囲気もお気に入りですね。

PROFESSIONAL QUALITY — CELLO PLAYER —
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ラゲッジルームの荷物を固定して、横滑りや

飛び出しによる散乱を防ぐネットです。別売りの

ユーティリティフックやシステムバー、また車両

のフロアフックと組み合わせることで、バン（DX・

VX・GX）は最高4パターン（16X系は1パターン）

の使い方が可能です。ゲート部小物入れ時は耐荷

重5kg、他の使用時には耐荷重10kgになります。

ネットを2重に

した袋構造を採

用しているので、

中に物を入れる

ことができます。下記4パターンの使用中でも

袋機能を使用できます。転がりやすい荷物を

はさんだり、小物をまとめておくのに便利です。

マルチラゲッジネット 13,200円（消費税込本体価格）PEW2117
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〈マルチラゲッジネット2重構造〉

使用例1：フロア固定〈DX・VX・GX・16X系〉　※耐荷重：10kg 使用例2：ゲート部小物入れ〈DX・VX・GX〉　※耐荷重：5kg 使用例3：ウエストラインつり下げ〈DX・VX・GX〉　※耐荷重：10kg 使用例4：ルーフ固定〈DX・VX・GX〉　※耐荷重：10kg

※走行中はネット上に荷物を載せないでください。 ※走行中はネット上に荷物を載せないでください。

注）DX・VX・GXはラゲッジルームフロア部、ゲート部、ルーフ部、ウエスト部に装着できますが、ルーフ部とウエスト部に装着する場合は、別売りのユーティリティフック2セットと別売りのシステムバー2本が必要になります。 
　 16X系はラゲッジルーム フロア部のみの装着となります。

19

フロアカーペット（エクセレント・消臭機能付）
○ブラック 1台分

18

16X-3R（7人乗り）

16X-2R（5人乗り）

ラゲッジカーペット（エクセレント・消臭機能付）
○ブラック 1台分

19

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

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。

日産純正のフロアカーペットは
意匠登録出願済です。

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。

〈16X-2R（5人乗り）用〉〈16X-3R（7人乗り）用〉

全車

16X-3R（7人乗り）

16X-2R（5人乗り）

16X-2R（5人乗り）用

22,000円（消費税込本体価格）PER01

16X-3R（7人乗り）用

35,200円（消費税込本体価格）PER00

フロアカーペットと同じ素材を採用。

取付け後も車両のフロアフックが使

える専用設計です。

〈生地拡大〉

シートの柄と合わせた統一感のある

デザインが高級感を演出。まるでリ

ビングルームにいるような安らぎを

与えてくれます。また、消臭機能付

なので、ペットやタバコ、汗の臭いを

軽減します。車名ロゴ付。

16X-3R（7人乗り）用  

19,800円（消費税込本体価格）PEWD2

16X-2R（5人乗り）用  

33,000円（消費税込本体価格）PEWD3



●（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。 10_11

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、DVD-ROM、車載用防災キット他）は除きます。詳細はカーライフアドバイザーにお問い合わせください。

NAVIGATION & AUDIO
NV200 VANETTE OPTIONAL PARTS

ナビゲーションをお選びのお客さまにはセキュリティ商品もおススメです。 詳しくは13ページをご覧ください。大 切 な お 車 や 装 備 品 を 守 る た め に 。

MJ320D-A〈2DIN メモリータイプ〉
○インテリジェントエマージェンシーブレーキ無車用

147,481円（取付費・消費税込）PE6S4

○インテリジェントエマージェンシーブレーキ付車用

149,241円（取付費・消費税込）PE6S8

○インテリジェントエマージェンシーブレーキ付車用

104,288円（取付費・消費税込）PE6SG

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。

ナビレコカメラお買い得パック（MJ320D-A）＋ETC2.0

ナビレコカメラお買い得パック（MJ120D-A）＋ETC

最新ナビとドライブレコーダー､バックビューモニター､さらにETC2.0ユニット/ETCユニットをセットした「安全」サポートのお得なパッケージです。

ETC2.0ユニット
（HM19-D2）

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

最新ナビと『安全』､『安心』アイテムをプラスしたお買い得パッケージ登場！！

バックビューモニター

4点パック

（取付費・消費税込）PEX70+PEX74/PEX71+PEX75

4点パック合計価格

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

MJ320D-A

バンGX （取付費・消費税込）PEX70+PEX76/PEX71+PEX77

※写真は当該車両とは異なります。

カメラ部

4点パック

通常合計価格バン（GX系）:インテリジェントエマージェンシーブレーキ無車用298,978円/付車用300,738円のところ

293,738円/295,498円
通常合計価格バン（GX系を除く）、ワゴン:インテリジェントエマージェンシーブレーキ無車用298,648円/付車用300,408円のところ

293,408円/295,168円

ETCユニット
（HM19-S）

バックビューモニター

（取付費・消費税込）PEX7A+PEX7E/PEX7B+PEX7F

4点パック合計価格

日産オリジナルナビゲーション

MJ120D-A

（取付費・消費税込）PEX7A+PEX7G/PEX7B+PEX7H

※写真は当該車両とは異なります。

カメラ部

通常合計価格バン（GX系）:インテリジェントエマージェンシーブレーキ無車用234,885円/付車用236,645円のところ

227,885円/229,645円
通常合計価格バン（GX系を除く）、ワゴン:インテリジェントエマージェンシーブレーキ無車用234,555円/付車用236,315円のところ

227,555円/229,315円

ワゴン16X系・バンVX・DX系のオーディオレス車

ワゴン16X系・バンVX・DX系のオーディオレス車バンGX

※写真は当該車両とは異なります。

フロント用 リヤ用

※写真は当該車両とは異なります。

フロント用 リヤ用

バックビューモニター /ドライブレコーダー

バックビューモニター（カラー映像）
○日産オリジナルナビゲーション付車用
・バンGX用

37,057円（取付費・消費税込）PE7JJ

バンGXの日産オリジナルナビゲーション付車 !

・ワゴン16X系・バンVX・DX系用

36,727円（取付費・消費税込）PE7JH

ワゴン16X系・バンVX・DX系の日産オリジナルナビゲーション付車 !

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。

注1）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）、バックドアフィニッシャー（メッキ仕様）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。バックドアフィニッシャー（メッキ仕様）を
同時装着すると、モニター映像にバックドアフィニッシャーが映り込みます。

「バックドア開閉目安点」に合わせて駐車することで、
約25cmのバックドアを開く余裕を残した駐車が可能となります。

バックドアを開ける余裕を確保できます。

〈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。
カメラ部

写真は当該車両とは異なります。

MEMORY NAVIGATION

ストレスフリーな操作感

ナビ画面で設定・操作できるナビ連動ドライブレコーダー対応

K2テクノロジー

クリアボイス

MJ120D-A〈2DIN メモリータイプ〉
○インテリジェントエマージェンシーブレーキ無車用

102,528円（取付費・消費税込）PE6SC

機能を厳選したシンプルモデル

日産オリジナル 2画面はハメ込み合成です。

オプション標準

●全国地図更新が3年3回まで無料で行えます。※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。

MEMORY NAVIGATION

オーディオレス車 !

オーディオレス車 !

充実AV機能のベーシックモデル

日産オリジナル 1画面はハメ込み合成です。

オプション

標準

●基本スペック

●基本スペック

内蔵
メモリー
（16GB）

内蔵
メモリー
（16GB）

7インチ
ワイド
VGA

7インチ
ワイド
VGA

●AV機能

●AV機能

地デジ
フルセグ

4チューナー

地デジ
フルセグ

4チューナー

iPod®・
iPhone
対応

（USBケーブル別売）

iPod®・
iPhone
対応

（USBケーブル別売）

FM/AM
ラジオ

（ワイドFM対応）

FM/AM
ラジオ

（ワイドFM対応）

SDカード
音楽再生/
動画再生

SDカード
音楽再生/
動画再生

DVD                   
再生

CD再生/
録音

CD再生

4ヶ国語
対応

（日、英、中、韓）                  

4ヶ国語
対応

（日、英、中、韓）                  

ナビ/AV
2画面表示

ナビ/AV
2画面表示

USBオーディオ
音楽再生/
動画再生

（USBケーブル別売）

USBオーディオ
音楽再生/
動画再生

（USBケーブル別売）

●ドライブサポート機能

●ドライブサポート機能

音声認識
機能
（アプリ）

音声認識
機能
（アプリ）

Nissan
Connect
サービス

地図更新         
（3年3回）

地図更新         
（3年3回）

Bluetooth®対応
（ハンズフリー通話、

Bluetooth®              

オーディオ）

Bluetooth®対応
（ハンズフリー通話、

Bluetooth®              

オーディオ）

ドライブ
レコーダー
連動

ドライブ
レコーダー
連動

ナビ連動
ETC対応

バックビュー
モニター
対応

バックビュー
モニター
対応

ナビ連動
ETC2.0
対応

●ナビ機能

●ナビ機能

タッチ
パネル

タッチ
パネル

●全国地図更新が3年3回まで無料で行えます。※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。

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。写真は当該車両とは異なります。

〇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

フロント用 リヤ用
ドライブレコーダー
の動画はこちらから

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連動モデル）

ナビゲーション連動はもちろん、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。

●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）」の組合せのみ対応しています。また、SDカードスロットを装備したパソコンでの再生やスマートフォンでの再生にも対応しております。再生にはWebでダウンロード可能な専用
ビューアーソフトを使用します。専用ビューアーソフトは、Windows 7（32ビット版、64ビット版）、Windows 8.1（32ビット版、64ビット版）、Windows 10（32ビット版、64ビット版）のOS、およびmacOS Sierra（10.12）、macOS High Sierra（10.13）、macOS Mojave（10.14）、macOS Catalina（10.15）に対応してい
ます。その他の機器で再生する場合は、次の仕様をご確認ください。動画/音声圧縮方式：FMP4（H.264+PCM）画像サイズ：1920×1080/1280×720。保安基準に適合する最適な取付位置を取付要領書でご案内しております。誤った取付位置では保安基準に適合しなくなる恐れがあるため、必ず取付要領書をご確
認ください。●本機はGPSにより位置情報や速度情報を記録する機能を有していますが、起動直後やビル街、トンネル、高架下など受信環境が悪い場所での走行やGPS衛星の状態によっては、GPSの情報が正常に受信できずに、ビューアーソフトでの確認時に地図上での自車位置ずれや速度が正しく表示されない場
合があります。ただし、この場合でも録画や記録動画再生等のドライブレコーダーの基本的な機能についてはご利用いただけます。●日産オリジナルナビゲーションで市販のビデオデッキ等の映像をご覧になる別売りのAVケーブル5,830円（取付費・消費税込）とは、同時装着できません。

70,283円(取付費・消費税込)PE7FD 日産オリジナルナビゲーション付車 !

〇日産オリジナルナビゲーション（MJ320D-A、MJ120D-A）付車用

NissanConnect サービス

＊Google、Gmail、Googleカレンダーは、Google LLCの商標または登録商標です。●対応機種：MJ320D-A。

NissanConnect サービスは、日産オリジナルナビに搭載された通信機能によって、GoogleカレンダーTM・GmailTM等、
普段お使いのWebサービスをいつでもご利用いただけます。
また、スマートフォン連携によるカンタン目的地設定などカーライフをもっと快適にするサービスです。

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、QRコードからご確認ください。

圧縮された音源を補完し、限りなくスタジオで収録されたマスター音源に近い音質で再生することができます。

人の声の周波数帯域を中心に増幅し、地デジやラジオ、ハンズフリー通話時の音声がクリアに聞き取りやすくな
ります。

サクサク速い！ちょっとした時間でパパっとラクラク。スマホ感覚でストレスフリーな操作感。

フロントカメラとリアカメラで前後を同時に記録することができます。前方と後方を広範囲でカバーできるので、
もしもの時も安心です。

本機種の最新情報は
こちらから

本機種の最新情報は
こちらから



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、DVD-ROM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。

●（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。

盗難の被害や予期せぬ事故から愛車を守るために。

SECURITY & DRIVING SUPPORT
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NV200 VANETTE OPTIONAL PARTS

盗難抑止から、駐車時・降車時までの安心をプラスしました。

フロントパワーウインドウ付車

（○1 ～○2 ）50 セキュリティ&セーフティパック エントリー 注1、注2

カーアラーム○2

ドアこじ開け

ドアをこじ開けると、
車両のホーンとサイレン、
ハザードで周囲に
異常をお知らせします。

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。

ナビ盗難センサー

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。

（セキュリティラベル）写真は当該車両とは異なります。

 

○1 セーフティイルミネーション＊

＊ 運転席側のフロントドアのみの設定となります。詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。
乗降時、後方からくる車やバイクへの注意喚起に役立ちます。

取り付け例

○フロントパワーウインドウ付車用：
インテリジェントキー車用/リモートコントロールエントリーシステム車用

各41,518円（取付費･消費税込）PEE84/PEE86 フロントパワーウインドウ無車 

○フロントパワーウインドウ無車用：
インテリジェントキー車用/リモートコントロールエントリーシステム車用

各43,278円（取付費･消費税込）PEE85/PEE87

■用途に合わせて、セキュリティ、セーフティ機能を単品でお選びいただくこともできます。

注）単品のカーアラームの機能は、ドアこじ開け、セキュリティインジケーター、セキュリ
ティラベルとなります。ナビ盗難センサーは含まれません。

ドアをこじ開けると、車両のホーンとハザードで周囲に異常を
お知らせします。

51 カーアラーム注3

インテリジェントキー車用/リモートコントロールエントリーシステム車用

各32,163円(取付費･消費税込)PEEG3/PEEG4 全車

52 セーフティイルミネーション注4

○フロントパワーウインドウ付車用

9,900円(取付費･消費税込)PEEW0
○フロントパワーウインドウ無車用

12,540円(取付費･消費税込)PEEW1

フロントパワーウインドウ付車

フロントパワーウインドウ無車

注1）車両のリモートコントロールエントリーシステム/インテリジェントキー操作で、アラームを警戒、解除できます。盗難警報機能は、警報を周囲に知らせる商品
であり、盗難を防ぐことはできません。セーフティイルミネーションの点灯は運転席側フロントドアの開閉に連動します。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）電動格納式リモコンドアミラーを装備していませんので、本商品のドアミラー自動格納装置は作動しません。
注3）車両のリモートコントロールエントリーシステム/インテリジェントキー操作で、アラームを警戒、解除できます。盗難警報機能は、警報を周囲に知らせる商品
であり、盗難を防ぐことはできません。
注4）点灯は運転席側ドアの開閉に連動します。乗降時、後方からくる車やバイクへの注意喚起に役立ちます。

24 ナンバープレートロック
    （Nissanブランドロゴステッカー付、ロックボルト3本：キー付）

5,280円（消費税込本体価格）ZZL6G

ナンバープレートを盗難から守ります。

アルミホイール付車

アルミホイール付車を除くワゴン全車・バン全車 

23 ホイールロックセット（専用ポーチ付）
○アルミホイール用セット、袋ナット〈写真〉

10,340円（消費税込本体価格）ZZB5F

○スチールホイール用セット、標準ナット

10,340円（消費税込本体価格）ZZB5G

大切なアルミホイールを盗難から守ります。

注）字光式ナンバープレートとはセットで装着できません。

全車

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。

NAVIGATION & AUDIO

25 自光式ネオンコントロール（固定式）
13,515円（取付費・消費税込）PEE10

クリアランスランプと連動して、ポールの先端部分がブ
ルーに光ります。壁や障害物との距離がつかみやすい
ので、すれ違いや駐車がスムーズに行えます。
注）ポールの長さ：約325mm。

26 バックブザー（夜間消音付）
バン用

10,372円（取付費・消費税込）PEFG0

16X-2R用

13,892円（取付費・消費税込）PEFG1

シフトレバーを「R」にセットすると警告音で知ら
せます。イルミネーションに連動し、夜間は消音
できます。取付け方法により夜間もブザーを鳴
らすことはできますが、その場合は消音するこ
とができなくなります。

バン全車

16X-2R

ナビゲーションと車両本体をとめている4本のビスのうち、2本のビスをナビゲーションロックに交換することで盗難抑止効果をより高めることができます。

ナビ本体の盗難抑止効果をアップ
ナビゲーションロック
3,300円（消費税込本体価格）ZZ7D1

日産オリジナルナビゲーション付車

※ナビゲーションとセットでご購入いただくとお買い得になるパッケージ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わせください。

注）ETCユニットまたは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。ETCユニット本体またはETC2.0ユニット本体の取付位置はグローブボックス内となります。そのためグローブボックスの一部が使用できなく
なります。ETCユニット本体とETC2.0ユニット本体を同時に取り付けできません。（注1）ETCユニット本体に表示はありません。ナビゲーションのモニター画面への表示が可能です。（注2）ETCユニット本体に表示はありません。音声ガイドのみとなります。（注3）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。

高速道路を、快適かつお得に走れるETCユニット/ETC2.0ユニット

日産オリジナルナビゲーション連動モデル
（HM19-D）

30,360円（取付費・消費税込）PE5TB（注1）

音声ガイドモデル
（HM19-S）

25,017円（取付費・消費税込）PE5TC（注2）

日産オリジナルナビゲーション連動モデル
（HM19-D2）

44,157円（取付費・消費税込）PE5W5（注3）
!日産オリジナルナビゲーション（MJ320D-A）付車

!全車

全車

!日産オリジナルナビゲーション（MJ320D-A）付車

ETCユニット〈汎用取付タイプ〉 ETCユニット〈汎用取付タイプ〉 ETC2.0ユニット〈汎用取付タイプ〉

日産純正ナビゲーション機能一覧表 ○：標準　△：オプション　―：設定なし

地
図
デ
ー
タ
メ
デ
ィ
ア

掲載
No.

名　　称

取付費・消費税込本体価格 カーライフ商品コード ナビゲーション機能 AV機能 その他機能

A
インテリジェントエマー
ジェンシーブレーキ

無車用

インテリジェントエマー
ジェンシーブレーキ

無車用
モニター 音声認識 VICS 

WIDE

Nissan
Connect
サービス
（注2）

地上デジタル
テレビ

（12セグ＋
ワンセグ）
（注1）

FM/AM
ラジオ

（ワイド FM
対応）

DVD
ビデオ
（注1）

CD/
CD-R/

CD-RW

音楽
レコー
ディング

iPod®/iPhone
（注 4） USBメモリー SDカード

（注8） Bluetooth®

ハンズ
フリー NaviCon

ETC2.0
（注6）

ETC
（注6） カメラ

B
インテリジェントエマー
ジェンシーブレーキ

付車用

インテリジェントエマー
ジェンシーブレーキ

付車用
AUDIO
再生

VIDEO
再生（注1）

AUDIO
再生

VIDEO
再生（注1）

AUDIO
再生

AUDIO
再生

ナビ連動
タイプ

ナビ連動
タイプ

ドライブ
レコーダー
連動

バックビュー
モニター

3
年
3
回
地
図
更
新
無
料
※1

デ
ィ
ー
ラ
ー
オ
プ
シ
ョ
ン

M
E
M
O
R
Y
タ
イ
プ

1 MJ320D-A 
（2DIN メモリータイプ）

A 147,481円 PE6S4
7インチ
ワイド
VGA

○ ○ ○ ○ ○ ○
（注3）

○
（注3）

○ △
（注5）

△
（注5）

△
（注5）

○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △
B 149,241円 PE6S8

2 MJ120D-A 
（2DIN メモリータイプ）

A 102,528円 PE6SC
7インチ
ワイド
VGA

○ ○ ― ○ ○ ― ○
（注7）

― △
（注5）

△
（注5）

△
（注5）

○
（注9）

○
（注9）

○ ○ ○ ― ― △ △
B 104,288円 PE6SG

※1 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。
（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）NissanConnect サービスおよびオペレータサービス（有料）をご利用になるには、会員登録が必要となります。またナビゲーションの種類により、ご利用いただけるサービスが一部異なります。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。（注3）
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4）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5）再生できるUSBデバイスは、USBマスストレージクラスに対応したデバイスに限ります。USBハブ、マルチパーティションには対応してお
りません。USBオーディオは音楽、動画共に著作権保護付きは非対応となります。USBデバイスを接続するには、別売のUSB接続ケーブル3,080円（消費税込本体価格）が必要となります。取付には別途取付費用がかかります。（注6）ETC2.0およびETCを使用するには、セットアップ作業が必要になります。セットアップ作業には、別途費用が必要になり
ます。ETC2.0とETCの同時取り付けはできません。ETC2.0およびETCの本体に表示機能はありません。ナビゲーションのモニター画面への表示が可能です。（注7）8ｃｍCDは使用できません。再生対応ディスクでもディスクの記録状態 /ディスク本体の状態によっては再生できない場合があります。（注8）SD/SDHC/SDXC規格のSDカー
ドに対応していますが、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9）別途、SDカード（市販品）が必要となります。
●Bluetooth®およびBluetooth®ロゴは米国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。



●（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。
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商品番号28～30の商品は、PIT WORK取扱いの商品です。

29 ウィンドウ撥水 12ヶ月★

30 室内防臭 ロングタイプ
★

★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。

防臭・抗菌で清潔な室内環境　

●車内のいやなにおいを長期間防臭します。●タバコやペットなど様々な
種類のにおいに効果があります。●優れた抗菌力で車内を清潔に保ちま
す。●防ダニ効果もあります。   ＊においの元や雑菌は二価鉄と接触することで分解されます。
※効果は約2年間です。お車の使用状況によっては効果や効果持続期間が異なる場合があります。
　撥水加工シートには施工できません。

二価鉄＊による防臭・抗菌効果が長期間維持します。
17,076円（取付費・消費税込）ZZV53

施工前
撥水コーティングに加え、
専用リフィールへの交換
により長期間撥水効果が
持続。

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。
※その他のガラスへの施工については〈その他オプショナルパーツ一覧表〉をご覧ください。
注） 時速60km以上で走行すると水玉が飛びます。ただし雨量や車種により、水玉の飛ぶ速度
が若干異なる場合があります。

ガラス撥水処理と専用リフィールで高い撥水効果を持続します。
○フロントウィンドウ1面撥水処理     

8,228円（取付費・消費税込）PEF7H

○フロントウィンドウ1面 ＋ フロントドアガラス2面撥水処理 

11,253円（取付費・消費税込）PEF7J

雨の日もはっきり見える安心感

スキーアタッチメント
（アルミフラットナロータイプ）

スキーアタッチメント
（アルミフラットワイドタイプ）

ルーフラックアタッチメント
（アルミタイプ）

スキー
アタッチメント

最大
積載重量

最大積載重量
50kg

ルーフラック
アタッチメント

クッションパッドセット（注）

スキー4セットまたはスノーボード2セット

スキー6セットまたはスノーボード4セット

30kg

50kg

長さ1,130×幅555×高さ105（mm）

長さ1,130×幅755×高さ105（mm）

アルミフラットナロータイプ
アルミフラットワイドタイプ

550タイプ
750タイプ
950タイプ

アルミタイプ

サーフボード1枚

商品名

各種アタッチメント 消費税込
本体価格（円）積載・サイズ

18,700

22,000

31,900

35,200

長さ1,130×幅955×高さ105（mm） 38,500

4,400

〈各種アタッチメント一覧表〉 ＋

●本体価格にはベースキャリアの価格は含まれておりません。
●取付けをご希望される場合には、別途取付費を申し受けます。
（注）サーフボードを積載する際には別売の固定ベルトをご使用ください。

ネット（フック付） ブラック/ブルー 各3,080

3m

5m

ブラック/ブルー
ブラック/ブルー

固定ベルト
各3,300

各3,850

商品名 仕　様

〈アクセサリー一覧表〉

消費税込
本体価格（円）

ベースキャリアセット　 30,905円（取付費・消費税込）PEK40　 最大積載重量50kg

39              システムキャリア一覧表

〈写真 ： ベースキャリアを装着した状態〉

navanシステムキャリア 注意事項 ●ベースキャリアセットのみの走行はしないでください。必ず各種アタッチメント〈別売〉と
セットでご使用ください。キャリア類は長尺物（スキー、スノーボード、サーフボード等）や自転車を積載した場合、バックドア開閉
時に干渉する場合がありますのでご注意ください。●キャリア類はビンディング形状やスノーボードの長さ等の条件の違いによ
り積載できない物があります。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。

28 5YEARS COAT Premium
★

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。

写真は当該車両とは異なります。

154,000円（取付費・消費税込）ZZVG4

●高密度なガラスコーティング被膜により深みのある艶と光沢を実現。 
●愛車を汚れから守る防汚性。普段の洗車・お手入れが簡単になります。 
●信頼と安心の、日産の5年保証付き。※

全車

!全車

!全車

写真は当該車両とは異なります。

!全車

33 ラゲッジカーペット（スタンダード）
33-a
○グレー1台分
16X-3R（7人乗り）用 17,600円（消費税込本体価格）PEWD4

33-b
○グレー1台分
16X-2R（5人乗り）用 30,800円（消費税込本体価格）PEWD5

意匠登録
出願済

31 マッドガード 無塗装（樹脂色 黒）
17,496円（取付費・消費税込）PEH10

注）マッドガード非装着車に対して、最大フロント約57mm、リヤ約66mmダウンします。
注）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。

〈フロント〉 〈リヤ〉

33-a

33-b

全車

32 フロアカーペット（スタンダード）
○グレー1台分
16X-3R（7人乗り）用

30,800円（消費税込本体価格）PER10

16X-2R（5人乗り）用

17,600円（消費税込本体価格）PER13

フロントシート用 8,800円（消費税込本体価格）PER11

セカンドシート用 8,800円（消費税込本体価格）PER12

35 車載用防災キット
○1人用

7,700円（消費税込本体価格）ZZS26

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が
入ったセット商品です。

●内容品明細

7年保存クッキー1個、3WAYポンチョ反射テープ無1枚、ポンチョdeトイレ1個、
ハンディートイレ+ポンチョ1個、あんしんグローブ1個、3M 防塵マスク1個、
防災用ペン ダーマトグラフ1個、あんしんホイッスル1個、常備用カイロ1個、
ポケットティッシュ1個、取扱説明書伝言カード1個、セット内容説明書1枚、
3M 防塵マスク用説明書1枚、化粧箱フルカラー印刷1個

●寸法：縦130mm×横260mm×高さ165mm

16X-3R（7人乗り）

16X-2R（5人乗り）

16X-3R（7人乗り）

16X-2R（5人乗り）

バン全車

DX（5人乗り）・VX・GX

※写真は当該車両とは異なります。

・簡単装着
・軽量コンパクト
・快適な乗り心地

『緊急用タイヤ滑り止め』

40 オートソック
○165/80R14LT用

14,300円（消費税込本体価格）PEBE0
注1）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。
注2）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3）同サイズ表記のタイヤでもタイヤの種類（特にスタッドレスタイヤ）やタイヤメーカーによって装着できない
       場合があります。

〈外形寸法〉
縦 ： 約34cm、横 ： 約29cm、
幅 ： 約8cm、重量 ： 約850g

4WD車を除く全車 !

（注）保証は購入から1年間です。

全車

●5YEARS COAT 72,600円（取付費・消費税込）ZZVF4もご用意しております。

部
位 商　品　名 仕　様 適用車種 取付費・消費税込または

消費税込本体価格（円）
カーライフ
商品コード

空
調

クリーンフィルター（＊）（注1）
「花粉対応タイプ」 

全車

3,190 PE2U4

「花粉・におい・アレルゲン対応タイプ」 6,182 PE2U7

クリーンフィルタープレミアム（＊）（注1） 「最上級」 7,315 PE2U8

足
ま
わ
り

スチールホイール スノータイヤ用
シルバー DX系 67,892 PEAD0

ブラック
VX・GX･16X系

63,932 PEAD1

フルホイールカバー（注2）

スノータイヤ用

27,544 PEB10

センターキャップ（注2） DX系 7,216 PEB20

ホイールナット（注3） 全車 4,400 PEB60

スチールチェーン（注18） 
165/80R14LT用 4WD車を除く全車

8,250 PEBA0

スチールチェーン（ボックス入り）（注18） 11,550 PEBA1

合金鋼チェーンスペシャル（注18） 175/80R14LT用
4WD車

19,030 PEBB0

ジャッキ（注16） 4WD車用 19,327 PECB0

電
装

LEDバルブ（注8） 
ルームランプ用

全車 各4,620
PEDSA

ラゲッジランプ用 PEDSB

追加用リモコン
リモートコントロールエントリーシステム用追加送信機 インテリジェントキー無車 5,500 PEFM6

インテリジェントキー用リモートキー（注17） インテリジェントキー付車 6,600 PEFMD

外
装

ウインターブレード（＊） 

フロント右側525mm（フィン付）、フロント左側380mm（フィン無） 全車 10,527 PEF1A

リヤ340mm、ワイパーアーム（寒地用、スチール製）、ワイパーアームカバー 寒冷地仕様車を除く全車 5,368 PEF1B

リヤ340mm 寒冷地仕様車 3,256 PEF1C

ウィンドウ撥水 12ヶ月（＊）（注5）
リヤドア＋リヤサイドウィンドウ撥水処理

全車

6,050 PEF7L

リヤ350mm、バックウィンドウ撥水処理 4,840 PEF7N

超撥水ウインターブレード（＊）  

フロント右側525mm（フィン付）、フロント左側380mm（フィン無） 12,078 PEF8A

リヤ340mm、ワイパーアーム（寒地用、スチール製）、ワイパーアームカバー 寒冷地仕様車を除く全車 6,083 PEF8B

リヤ340mm 寒冷地仕様車 3,971 PEF8C

マッドガード（注4）（注6）

無塗装（樹脂色黒） 全車 17,496 PEH10

#K23：ブリリアントシルバー（Ｍ）
VX・GX・16X系

各21,896

PEH22

#KH3：スーパーブラック PEH23

#QX1：ホワイトパール（3Ｐ） GX・16X系 PEH24

#K51：ブレードシルバー（Ｍ）
VX・GX

PEH25

#QM1：ホワイト PEH26

#KBE：タイガーアイブラウン（PM）
GX・16X系

PEH27

#RBC：ラグーンブルー（PM） PEH28

ナンバープレートロック（注19） ロックボルト3本：キー付 全車 3,300 ZZL6E

内
装

チャイルドセーフティシート（注9）（注10）
インナークッション付 DXルートバン、DX（2人乗り）を除く全車 39,600 PEU16

インナークッション無 全車 34,100 PEU17

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
インナークッション付（注11）（注12）（注13）

16X系
99,000 PEU2C

インナークッション無（注11）（注12） 93,500 PEU2D

シートベルト固定タイプ
インナークッション付（注12）（注13） DXルートバン、DX（2人乗り）を除く全車 60,500 PEU2E

インナークッション無（注12） 全車 55,000 PEU2H

ISO FIX対応ベビーシート
テザーベルトタイプ（注12）（注14） 16X系 80,876 PEU2F

シートベルト固定タイプ（注12） DXルートバン、DX（2人乗り）を除く全車 42,376 PEU2G

ジュニアセーフティシート（注10）（注15） ハイバックタイプ 全車 40,700 PEU67

シ
ス
テ
ム
商
品

ホイールコート（＊）（注5） ホイール4本処理 16X系 5,500 ZZV3B

タイヤコート（＊）（注5） タイヤ4本処理
全車

3,300 ZZV60

5YEARS COAT（＊）（注5） 72,600 ZZVF4

セキュリティシステムオートキーパー（＊）（注5）
4面施工見舞金なし

DXルートバンを除く全車
15,180 ZZVR0

6面施工見舞金なし 19,580 ZZVR2

ボディ床下コート クリア（＊）（注5）
床下全面処理

全車

16,940 ZZVU1

足廻り部品処理 8,470 ZZVU2

ボディ床下コート ブラック（＊）（注5）

床下全面処理 21,780 ZZVUB

足廻り部品処理 18,150 ZZVUD

ホイールハウス処理（4箇所） 3,630 ZZVUE

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 ZZN48

毛ばたき
コック、チャグロクロキャラ 22,000 ZZR48

オーストリッチ、グレー 49,500 ZZR21

三角表示板 停止表示板 3,520 ZZS05

レスキューマンⅢ（注7） カッター＋ハンマー 2,530 ZZNB3

〈その他オプショナルパーツ一覧表〉

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。

!●本文中の希望小売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、他の商品と同時に装着で

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。●（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。

（注1）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2）標準装着のホイールカバー（センターキャップ）を夏･冬共用される時は不要です。（注3）標準装着のホ
イールナットを夏･冬共用される時は不要です。（注4）マッドガード非装着車に対して、最大フロント約57mm、リヤ約66mmダウンします。（注5）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6）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7）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8）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9）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。（注10）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11）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12）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13）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14）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15）適用目安は、体重15kg以上～36kg以下、身長100cm以上～150cm以下となります。（注16）2WD車は車両に標準装備されています。（注17）本部品にはメカニカルキーが付随しておりません。（注18）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19）字光式ナンバープレートとはセットで装着できません。（＊）この商品はPIT WORK商品です。

16X系


