
ENGINE TUNE

高圧縮比化やカムシャフトなどの

エンジン内部のパーツを専用化。

発進時や高速の追い越し加速などで、

扱いやすく乗りやすいライトチュー

ニングを施しました。

ハイパフォーマンススペック 
エンジン主要諸元 
型式 MR20DE

種類・シリンダー数 DOHC・直列4気筒

シリンダー内径×行程   mm          84.0×90.1

総排気量                      L 1.997

圧縮比 10.2

最高出力     kW（PS）/rpm

                             2WD     108（147）/5200

                             4WD 100（136）/5200

最大トルクN・m（kgm）/rpm

                         2WD    　207（21.1）/4800

                             4WD  195(19.9)/4800

燃料供給装置 ニッサンEGI（ECCS）
   電子制御燃料噴射装置

使用燃料タンク容量       L   無鉛プレミアム

   ガソリン・60

ハイパフォーマンススペック エンジン性能曲線 
MR20DE（2WD）
最高出力    108kW（147PS）/5200rpm
最大トルク  207N・m（21.1kgm）/4800rpm
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MR20DE（4WD）
最高出力    100kW（136PS）/5200rpm 
最大トルク  195N・m（19.9kgm）/4800rpm

Engine speed（rpm）
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色の部分は2WD車のみ。

BODY TUNE OPTION ブリリアントグリル

居住空間を損なわずに、効果的にボディチューンを行うことで

ワンランク上の剛性感と乗り心地を実現。
スタイリッシュな光を放つLED内蔵のバンパーグリル。
ライダーの個性をさらに輝かせる。

 

専用フロントタワーバー1

：新規追加パーツ
：仕様変更パーツ

専用フロントクロスバー2 YAMAHA社製
パフォーマンスダンパー

3

専用リヤクロスバー4

専用チューンド
サスペンション

5

1 2 3 4 5 42･43
S E R E N A

Photo（左）（右）:ライダー パフォーマンススペック（2WD）。ボディカラーはホワイトパール（3P）〈#QX1・特別塗装色〉。インテリジェントキー＋エンジンイモビライザー＋リモコンオートスライドドア（両側、挟み込み防止機構付）はメーカーオプション。

Photo:点灯時（消灯時はP45の写真をご覧ください）。

よりスポーティ&ダイナミックに。
セレナ「ライダー」の進化は、

とどまることを知らない。

〈HIGH PERFORMANCE SPEC〉 〈HIGH PERFORMANCE SPEC/PERFORMANCE SPEC〉

こだわりのボディチューンアップを施し、

走りの質を高めた「ライダー パフォーマンススペック」。

さらにエンジンチューンを行ったライダーの最高峰

「ライダー ハイパフォーマンススペック」が登場。

オーテックの独創を加えた「ライダー」のラインアップが、

新たなドライビングの愉しみを切り拓く。
「ハイパフォーマンススペック」には無鉛プレミアムガソリンをご使用ください。なお、無鉛プレミアムガソリン
が入手できない場合、無鉛レギュラーガソリンも使用できますが、エンジン出力低下等の現象が発生します。

〈オーテック扱いオプション〉



Black Leather 
Seat

Black Cloth 
Seat

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させ

ていただいております。また、販売会社等からご返答させていただくことが適切と判断した内容

は必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまに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、株式会社オーテックジャパンにおける個人

情報の取り扱いに関する詳細は、右記「オーテックジャパンホームページ」に掲載しております。 

お問い合わせはお近くの販売会社、または下記フリーコール（携帯・PHSも対応）へどうぞ。

＞＞受付時間 9：0 0～1 8：0 0〔月～金（祝日を除く）〕
0120-116-527www.autech. jp/ オーテック

コールセンター

Piano Black Finisher

※画面はハメ込み合成です。
44･45
S E R E N A

※地上デジタルテレビ放送用チューナーはコンポジット（ビデオ信
号）接続です。またステアリングスイッチでは操作できません。
操作は専用リモコンで行います。

※地上デジタルテレビ放送の特性上、電波の状況により映像・音
声が途切れる場合がございます。

※2011年7月にアナログテレビ放送は終了となります。
チューナー/リモコン

 ■ 地上デジタルテレビ放送用チューナー（フィルムアンテナ）

DEALER OPTION
■ 専用フロアカーペット ■ 専用ラゲッジカーペット ■ 専用プラスチックバイザー

〈オーテック扱いディーラーオプション〉

〈オーテック扱いオプション〉OPTION

BODY COLORSPECIAL EQUIPNENT

PRICE

OPTION
●ブリリアントグリル（LEDイルミネーション内蔵バンパーグリル）

EXTERIOR

●専用フロントバンパー
●専用サイドシルプロテクター
●専用リヤバンパー
●リヤコンビランプ（クリアタイプ）
●専用ネーミングエンブレム
●専用フロントグリル&バンパーグリル
●専用16インチ光輝アルミホイール(16×6JJ)
●LED式ハイマウントストップランプ（クリアタイプ）＋
　ハイマウントストップランプフィニッシャー(車体色）
●フロントバンパー組込みハロゲンフォグランプ
●195/60R16 89Hタイヤ

INTERIOR

OPTION
●地上デジタルテレビ放送用チューナー

●専用シート地
●専用フィニッシャー〈ピアノブラック〉
（ステアリング部、センタークラスター部、メーター周り上部、
　 パワーウインドウスイッチフィニッシャー部）
●専用本革巻3本スポークステアリング
（ステアリングフィニッシャー：ピアノブラック加飾)

MECHANISM
●専用スポーティサスペンション
●専用スポーツマフラー〈HKS製〉

ライダー

HDDナビ付

4WD2WD

※上記価格にはメーカーオプション、オーテック扱いオプションは含まれておりません。●価格にはスペアタイヤ、標準工具が含まれます。●ホワイトパール（3P）〈＃QX1･特別塗装色〉は31，500円（消費税込み）高となります。●寒冷地仕様は2WD：28，350円、4WD：7,350円（消費税込み）高となります。
●保険料、税金、登録に伴う費用等は別途申し受けます。●価格はメーカー希望小売価格です。価格は販売会社が独自に決めておりますので、それぞれの販売会社にお問い合わせください。※リサイクル料金14,100円が別途必要となります。

セレナ「ライダー ハイパフォーマンススペック」「ライダー パフォーマンススペック」「ライダー」メーカー希望小売価格〔（）内は消費税抜き価格〕

レザーシート
パフォーマンススペックハイパフォーマンススペック

クロスシート
パフォーマンススペックハイパフォーマンススペック

2,976,750円
（ 2,835,000 円）

3,123,750円
（ 2,975,000 円）

3,228,750円
（ 3,075,000 円）

2,819,250円
（ 2,685,000 円）

2,966,250円
（ 2,825,000 円）

3,071,250円
（ 2,925,000 円）

3,323,250円
（ 3,165,000 円）

3,470,250円
（ 3,305,000 円）

3,575,250円
（ 3,405,000 円）

3,165,750円
（ 3,015,000 円）

3,312,750円
（ 3,155,000 円）

3,417,750円
（ 3,255,000 円）

レザーシート
パフォーマンススペックハイパフォーマンススペック

2,703,750円
（ 2,575,000 円）

2,850,750円
（ 2,715,000 円）

2,955,750円
（ 2,815,000 円）

3,050,250円
（ 2,905,000 円）

3,197,250円
（ 3,045,000 円）

3,302,250円
（ 3,145,000 円）

クロスシート
パフォーマンススペックハイパフォーマンススペック

2,546,250円
（ 2,425,000 円）

2,693,250円
（ 2,565,000 円）

2,798,250円
（ 2,665,000 円）

2,892,750円
（ 2,755,000 円）

3,039,750円
（ 2,895,000 円）

3,144,750円
（ 2,995,000 円）

Photo:ライダー（2WD）。ボディカラーはホワイトパール（3P）〈＃QX1・特別
塗装色〉。バイキセノンヘッドランプ＋アクティブAFS、インテリジェントキー＋
エンジンイモビライザー＋リモコンオートスライドドア（両側、挟み込み防止機構
付）はメーカーオプション。ブリリアントグリルはオーテック扱いオプション。

INTERIOR

身を預けるなら、

重厚なレザーシートか、

上質な黒クロスか。

ブラックで統一された

インテリアがドライバーの

スポーツマインドを

昂ぶらせる。

Photo（上）（中）（下）:ライダー ハイパフォーマンススペック（2WD）。内装色はブラック〈G〉。
カーウイングスナビゲーションシステム（HDD方式）＋CD一体AM/FM電子チューナーラジオ＋

ステアリングスイッチ＋バックビューモニター、後席9インチワイド液晶モニター＋ETCユニット（ビルトインタイプ）、
インテリジェントエアコンシステム（ワンタッチクリーンスイッチ付）はメーカーオプション。

※本革/パートナー®シート。
セカンドマルチセンターシートは
カブロン®となります。

ホワイトパール（3P） 
〈♯QX1・特別塗装色〉 

ダイヤモンドシルバー（M） 
〈♯KY0〉 

スーパーブラック 
〈♯KH3〉 

ディープカシス（P） 
〈♯L42〉 

◆1、2 ◆1、2 ◆1、2 ◆1、2 ◆1、2 ◆1、2

◆2 ◆2 ◆2 ◆2 ◆2 ◆2 ◆2

89,250円

52,500円

◆1、2

◆1、2 ◆1、2 ◆1、2 ◆1、2 ◆1、2 ◆1、2 ◆1、2
94,500円

◆1、2
◆3、4◆3、4◆3、4◆3、4

◆5◆5◆5

■セレナ「ライダー ハイパフォーマンススペック」
「ライダー パフォーマンススペック」「ライダー」主要装備一覧

車種

グレード別装備

2WD/4WD 8人乗り・標準ルーフ

シートタイプ
レザーシート クロスシート レザーシート クロスシート レザーシート クロスシート
ライダー ハイパフォーマンススペック

HDD
ナビ付

HDD
ナビ付

HDD
ナビ付

HDD
ナビ付

HDD
ナビ付

HDD
ナビ付

ライダー パフォーマンススペック ライダー

◆1、2 ◆1、2 ◆1、2 ◆1、2 ◆1、2 ◆1、2

メーカー
オプション
希望小売価格
（消費税込み）

◆5

31,500円

◆3◆3◆3◆3

ハイパフォーマンススペック専用 パフォーマンススペック専用

◆4
126,000円

◆4◆4◆4

◆5
7,350円

◆5◆5◆5

■視界
最適配光マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベライザー付）
バイキセノンヘッドランプ（ハイ/ロービーム、プロジェクタータイプ、オートレベライザー付）＋アクティブAFS
バックビューモニター（カラー、車幅/距離/予想進路線表示機能付）
フロントバンパー組込みハロゲンフォグランプ
ハイマウントストップランプフィニッシャー（車体色）
■運転席まわり
専用本革巻3本スポークステアリング（ステアリングフィニッシャー：ピアノブラック加飾）
ステアリングスイッチ（オーディオ、ナビ、ハンズフリーフォン）
インテリジェントキー（運転席･助手席、バックドア感知、作動確認機能付）（フォブタイプ2個）（注1）
エンジンイモビライザー（国土交通省認可品）
専用フィニッシャー〈ピアノブラック〉（センタークラスター部、メーター周り上部、パワーウインドウスイッチフィニッシャー部）
■空調
オゾンセーフフルオートエアコン＋リヤクーラー

オゾンセーフフルオートデュアルエアコン （注2） 2WD
4WD

インテリジェントエアコンシステム プラズマクラスターイオン®フルオートエアコン（除菌機能付）

（ワンタッチクリーンスイッチ付） 排出ガス検知式内外気自動切換え機構
高性能フィルター（花粉･におい･アレルゲン対応タイプ）（注3）

■オーディオ/ナビゲーションシステム
オーディオレス＋4スピーカー （注4）
カーウイングスナビゲーションシステム（HDD方式）（高精細7インチワイド液晶モニター、マル
チファンクションスイッチ/タッチパネル併用操作、TV、ハンズフリーフォン、VICS[FM多重]、
ボイスコマンド、Bluetooth®オーディオ/ハンズフリーフォン対応、車両情報表示機能、DVDビデ
オ&オーディオ再生機能、ミュージックボックス、ビデオ端子、100V電源）（注5）（注6）（注7）

CD一体AM/FM電子チューナーラジオ（6スピーカー、MP3/WMA再生機能、サウンド
フォーカス、デジタル時計［ON/OFF切替タイプ］組込み、FMダイバーシティ） （注8）

後席9インチワイド液晶モニター（TV&DVDビデオ専用､電動格納式､後席リモコン&ワイヤレスヘッドフォン2個） （注9）
ETC（ノンストップ自動料金支払いシステム）ユニット（ビルトインタイプ） （注10）

地上デジタルテレビ放送用チューナー（松下電器製） （注11）
■内装/シート

専用シート地 本革/パートナー®（ブラック）＊
ジャージ（ブラック）

■外装/タイヤ･ホイール
専用フロントグリル&バンパーグリル
ブリリアントグリル（LEDイルミネーション内蔵バンパーグリル）
専用フロントバンパー
専用サイドシルプロテクター
専用リヤバンパー
リヤコンビランプ（クリアタイプ）
専用ネーミングエンブレム
専用スポーツマフラー〈HKS製〉

スライドドア リモコンオートスライドドア（助手席側、挟み込み防止機構付）
リモコンオートスライドドア（両側、挟み込み防止機構付） 2WD

ツインサンルーフ 2WD
専用16インチ光輝アルミホイール（16×6JJ）、オフセット：45、P．C．D：114.3（5穴）
195/60R16 89Hタイヤ
■安全/メカニズム

エンジンチューン（高圧縮比化、専用カムシャフト、専用チューニングコンピューター）
ハイパフォーマンススペック/ ボディチューン（専用フロントタワーバー、専用フロントクロスバー、

専用リヤクロスバー、YAMAHA社製パフォーマンスダンパー）パフォーマンススペック
専用タイヤ（TOYO TRANPATH MP4）
専用チューンドサスペンション（2WD車はローダウン）

専用スポーティサスペンション（2WD車はローダウン）
LED式ハイマウントストップランプ（クリアタイプ）
■寒冷地仕様

ヒーター付ドアミラー、大型バッテリー、スチール製リヤワイパー （注12） 2WD
4WD

セレナ「ライダー ハイパフォーマンススペック」「ライダーパフォーマンススペック」「ライダー」はベース車「20S」に対して下記の特別装備が追加され、またメーカーオプションも表記の設定のみとなります。ベース車の仕様装備についてはＰ36～37の「セレナ主要装備一覧」をご覧ください。 ＊一部合成皮革を使用しています。また、セカンドマルチセンターシートはカブロン®となります。
◆1～◆5はそれぞれセットでメーカーオプションになります。（注1）インテリジェントキーは、リモートコントロールエントリーシステム機能
付となります。（注2）「オゾンセーフフルオートデュアルエアコン」を選択した場合、リヤの空調調整は、プッシュ式になります。（注3）「高性
能フィルター」を選択した場合、標準装備の「クリーンフィルター」は装着されません。なお、ディーラーオプションでもクリーンフィルター
「花粉・におい・アレルゲン対応タイプ」をご用意しておりますので、詳しくはオプショナルパーツカタログをご覧ください。（注4）オーディオ
レスの場合、デジタル時計は装備されません。ハーネス、アンテナは装備されます。（注5）カーウイングスナビゲーションシステム（HDD方
式）を装着し、カーウイングス無料サービスにお申し込みいただくと、会員登録センターより通信ケーブル1本のみ無償でお届けします。ハ
ンズフリーフォンのみご利用いただく場合の通信ケーブル（ディーラーオプション）は別売となります。通信ケーブルは、携帯電話の通信方
式によって仕様が異なります。ワイヤレス接続のBluetooth®ハンズフリー機能は、Bluetooth®対応の携帯電話のみご利用いただけます。
携帯電話によっては、利用できない機種がありますので、詳しくはカーウイングスホームページ（www.nissan-carwings.com）の「適合携
帯電話一覧」でご確認いただくか、カーライフアドバイザーにお問い合わせください。（注6）カーウイングスナビゲーションシステム（HDD方
式）とiPod®をBluetooth®接続し、iPod®に録音された音楽を車内で楽しむことができます。なお、本Bluetooth®通信にてiPod®をご利用い
ただくには、別途Bluetooth®トランスミッターを装着することが必要となります。（注7）DVDビデオ/DVDオーディオ等の再生が可能です。
ただし、ディスクの種類によっては再生できない場合があります。またDVD-R/DVD＋R/DVD-RW/DVD＋RW/DVD-R DL/DVD＋R DL
ディスクは、ディスクや記録状態によっては再生できない場合があります。DVD-R DL/DVD+R DLは、記録状態によってはレイヤー（1層/2
層）の切り替え時に映像や音声が途切れる場合があります。DVD-RAMは再生できません。（注8）CDはディスクの種類によっては再生でき
ない場合があります。（注9）ナビゲーション画面は映りません。（注10）「後席9インチワイド液晶モニター付車を除くカーウイングスナビゲー
ションシステム（HDD方式）」の「ETC（ノンストップ自動料金支払いシステム）ユニット（ビルトインタイプ）」は、ディーラーオプションでご用
意しております。（注11）カーウイングスナビゲーションシステム（HDD方式）とはコンポジット（ビデオ信号）接続です。地上デジタルテレビ
放送用チューナーは専用リモコンでのみ操作可能です。ステアリングスイッチでの操作はできません。受信エリア内でも電波の出力状況等に
より一部受信できない場合もございますのでご注意ください。（注12）寒冷地仕様のリヤワイパーはスチール製となり、形状が異なります。
●本商品にはシャープ株式会社のプラズマクラスター技術を搭載しています。プラズマクラスター、プラズマクラスターイオンおよび
Plasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。●Bluetooth®トランスミッターはNISSAN ONLINE SHOP（http：//shop.nissan.co.jp）
でのみ販売しております。●iPodは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●BluetoothおよびBluetoothロゴは、
米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●カーウイングス/CARWINGSは日産自動車株式会社の登録商標です。●カブロン®とパー
トナー®は合成皮革です。●カブロン、パートナーはアキレス株式会社の登録商標です。

表内の緑文字は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。インナーグリーンの詳細はP24～25をご覧ください。

◆1は346,500円、◆2は495,600円、◆3は120,750円、◆4は183,750円、◆5は28,350円のセット価格（消費税込み）と
なります。●メーカーオプションおよびオーテック扱いオプションの価格はメーカー希望小売価格です。価格は販売会社が独自
に決めておりますので、それぞれの販売会社にお問い合わせください。メーカーオプションおよびオーテック扱いオプションは
ご注文時に申し受けます。メーカーの工場またはオーテックで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

■エンジン主要諸元 ■変速比・最終減速比
「ライダー ハイパフォーマンススペック」の「エンジン主要諸元」はP43をご覧ください。「変速比・
最終減速比」はベース車と同仕様です。その他の車種の「エンジン主要諸元」「変速比・最終減速比」
はP39をご覧ください。
●「ライダー ハイパフォーマンススペック」「ライダー パフォーマンススペック」「ライダー」は
持込み登録でオーテック扱いとなります。

標準装備　 メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）
オーテック扱いオプション（ご注文時に申し受けます） HDDナビセットメーカーオプション
ライダー ハイパフォーマンススペック・ライダー パフォーマンススペック・ライダー特別装備

2WD 4WD
MR20DE MR20DE

ニッサンDBA-C25 ニッサンDBA-NC25

● ● ● ● ● ●

4715
1740

1820 1850
2760
1470

1355［1350（後席モニター付）・1325（ツインサンルーフ付）］
2860

1480/1485 1485/1480
140 135

1650 1640 1730 1720
8

2090 2080 2170 2160

5.7

前輪駆動 4輪駆動
ラック&ピニオン式

独立懸架ストラット式/トーションビーム式 独立懸架ストラット式/トレーリングアーム式マルチリンク
ベンチレーテッドディスク式/ディスク式

195/60R16 89H

■セレナ「ライダー ハイパフォーマンススペック」
「ライダーパフォーマンススペック」「ライダー」主要諸元

車種

諸元
ライダー

パフォーマンス
スペック

ライダー
ハイパフォーマンス

スペック
ライダー

ライダー
ハイパフォーマンス

スペック

ライダー
パフォーマンス
スペック

ライダー

●ベース車 車名型式
●運転タイプ
エクストロニックCVT〈無段変速機〉
●寸法
全長 mm
全幅 mm
全高 mm
室内寸法 長 mm
〃 幅 mm
〃 高 mm

ホイールベース mm
トレッド 前/後 mm
最低地上高 mm
●重量･定員
車両重量 kg
乗車定員 名
車両総重量 kg
●性能
最小回転半径 m
●諸装置
駆動方式
ステアリングギヤ形式
サスペンション 前/後
主ブレーキ　前/後
タイヤ　前･後



Black Leather 
Seat

Black Cloth 
Seat

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させ

ていただいております。また、販売会社等からご返答させていただくことが適切と判断した内容

は必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまに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、株式会社オーテックジャパンにおける個人

情報の取り扱いに関する詳細は、右記「オーテックジャパンホームページ」に掲載しております。 

お問い合わせはお近くの販売会社、または下記フリーコール（携帯・PHSも対応）へどうぞ。

＞＞受付時間 9：0 0～1 8：0 0〔月～金（祝日を除く）〕
0120-116-527www.autech. jp/ オーテック

コールセンター

Piano Black Finisher

※画面はハメ込み合成です。
44･45
S E R E N A

※地上デジタルテレビ放送用チューナーはコンポジット（ビデオ信
号）接続です。またステアリングスイッチでは操作できません。
操作は専用リモコンで行います。

※地上デジタルテレビ放送の特性上、電波の状況により映像・音
声が途切れる場合がございます。

※2011年7月にアナログテレビ放送は終了となります。
チューナー/リモコン

 ■ 地上デジタルテレビ放送用チューナー（フィルムアンテナ）

DEALER OPTION
■ 専用フロアカーペット ■ 専用ラゲッジカーペット ■ 専用プラスチックバイザー

〈オーテック扱いディーラーオプション〉

〈オーテック扱いオプション〉OPTION

BODY COLORSPECIAL EQUIPNENT

PRICE

OPTION
●ブリリアントグリル（LEDイルミネーション内蔵バンパーグリル）

EXTERIOR

●専用フロントバンパー
●専用サイドシルプロテクター
●専用リヤバンパー
●リヤコンビランプ（クリアタイプ）
●専用ネーミングエンブレム
●専用フロントグリル&バンパーグリル
●専用16インチ光輝アルミホイール(16×6JJ)
●LED式ハイマウントストップランプ（クリアタイプ）＋
　ハイマウントストップランプフィニッシャー(車体色）
●フロントバンパー組込みハロゲンフォグランプ
●195/60R16 89Hタイヤ

INTERIOR

OPTION
●地上デジタルテレビ放送用チューナー

●専用シート地
●専用フィニッシャー〈ピアノブラック〉
（ステアリング部、センタークラスター部、メーター周り上部、
　 パワーウインドウスイッチフィニッシャー部）
●専用本革巻3本スポークステアリング
（ステアリングフィニッシャー：ピアノブラック加飾)

MECHANISM
●専用スポーティサスペンション
●専用スポーツマフラー〈HKS製〉

ライダー

HDDナビ付

4WD2WD

※上記価格にはメーカーオプション、オーテック扱いオプションは含まれておりません。●価格にはスペアタイヤ、標準工具が含まれます。●ホワイトパール（3P）〈＃QX1･特別塗装色〉は31，500円（消費税込み）高となります。●寒冷地仕様は2WD：28，350円、4WD：7,350円（消費税込み）高となります。
●保険料、税金、登録に伴う費用等は別途申し受けます。●価格はメーカー希望小売価格です。価格は販売会社が独自に決めておりますので、それぞれの販売会社にお問い合わせください。※リサイクル料金14,100円が別途必要となります。

セレナ「ライダー ハイパフォーマンススペック」「ライダー パフォーマンススペック」「ライダー」メーカー希望小売価格〔（）内は消費税抜き価格〕

レザーシート
パフォーマンススペックハイパフォーマンススペック

クロスシート
パフォーマンススペックハイパフォーマンススペック

2,976,750円
（ 2,835,000 円）

3,123,750円
（ 2,975,000 円）

3,228,750円
（ 3,075,000 円）

2,819,250円
（ 2,685,000 円）

2,966,250円
（ 2,825,000 円）

3,071,250円
（ 2,925,000 円）

3,323,250円
（ 3,165,000 円）

3,470,250円
（ 3,305,000 円）

3,575,250円
（ 3,405,000 円）

3,165,750円
（ 3,015,000 円）

3,312,750円
（ 3,155,000 円）

3,417,750円
（ 3,255,000 円）

レザーシート
パフォーマンススペックハイパフォーマンススペック

2,703,750円
（ 2,575,000 円）

2,850,750円
（ 2,715,000 円）

2,955,750円
（ 2,815,000 円）

3,050,250円
（ 2,905,000 円）

3,197,250円
（ 3,045,000 円）

3,302,250円
（ 3,145,000 円）

クロスシート
パフォーマンススペックハイパフォーマンススペック

2,546,250円
（ 2,425,000 円）

2,693,250円
（ 2,565,000 円）

2,798,250円
（ 2,665,000 円）

2,892,750円
（ 2,755,000 円）

3,039,750円
（ 2,895,000 円）

3,144,750円
（ 2,995,000 円）

Photo:ライダー（2WD）。ボディカラーはホワイトパール（3P）〈＃QX1・特別
塗装色〉。バイキセノンヘッドランプ＋アクティブAFS、インテリジェントキー＋
エンジンイモビライザー＋リモコンオートスライドドア（両側、挟み込み防止機構
付）はメーカーオプション。ブリリアントグリルはオーテック扱いオプション。

INTERIOR

身を預けるなら、

重厚なレザーシートか、

上質な黒クロスか。

ブラックで統一された

インテリアがドライバーの

スポーツマインドを

昂ぶらせる。

Photo（上）（中）（下）:ライダー ハイパフォーマンススペック（2WD）。内装色はブラック〈G〉。
カーウイングスナビゲーションシステム（HDD方式）＋CD一体AM/FM電子チューナーラジオ＋

ステアリングスイッチ＋バックビューモニター、後席9インチワイド液晶モニター＋ETCユニット（ビルトインタイプ）、
インテリジェントエアコンシステム（ワンタッチクリーンスイッチ付）はメーカーオプション。

※本革/パートナー®シート。
セカンドマルチセンターシートは
カブロン®となります。

ホワイトパール（3P） 
〈♯QX1・特別塗装色〉 

ダイヤモンドシルバー（M） 
〈♯KY0〉 

スーパーブラック 
〈♯KH3〉 

ディープカシス（P） 
〈♯L42〉 

◆1、2 ◆1、2 ◆1、2 ◆1、2 ◆1、2 ◆1、2

◆2 ◆2 ◆2 ◆2 ◆2 ◆2 ◆2

89,250円

52,500円

◆1、2

◆1、2 ◆1、2 ◆1、2 ◆1、2 ◆1、2 ◆1、2 ◆1、2
94,500円

◆1、2
◆3、4◆3、4◆3、4◆3、4

◆5◆5◆5

■セレナ「ライダー ハイパフォーマンススペック」
「ライダー パフォーマンススペック」「ライダー」主要装備一覧

車種

グレード別装備

2WD/4WD 8人乗り・標準ルーフ

シートタイプ
レザーシート クロスシート レザーシート クロスシート レザーシート クロスシート
ライダー ハイパフォーマンススペック

HDD
ナビ付

HDD
ナビ付

HDD
ナビ付

HDD
ナビ付

HDD
ナビ付

HDD
ナビ付

ライダー パフォーマンススペック ライダー

◆1、2 ◆1、2 ◆1、2 ◆1、2 ◆1、2 ◆1、2

メーカー
オプション
希望小売価格
（消費税込み）

◆5

31,500円

◆3◆3◆3◆3

ハイパフォーマンススペック専用 パフォーマンススペック専用

◆4
126,000円

◆4◆4◆4

◆5
7,350円

◆5◆5◆5

■視界
最適配光マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベライザー付）
バイキセノンヘッドランプ（ハイ/ロービーム、プロジェクタータイプ、オートレベライザー付）＋アクティブAFS
バックビューモニター（カラー、車幅/距離/予想進路線表示機能付）
フロントバンパー組込みハロゲンフォグランプ
ハイマウントストップランプフィニッシャー（車体色）
■運転席まわり
専用本革巻3本スポークステアリング（ステアリングフィニッシャー：ピアノブラック加飾）
ステアリングスイッチ（オーディオ、ナビ、ハンズフリーフォン）
インテリジェントキー（運転席･助手席、バックドア感知、作動確認機能付）（フォブタイプ2個）（注1）
エンジンイモビライザー（国土交通省認可品）
専用フィニッシャー〈ピアノブラック〉（センタークラスター部、メーター周り上部、パワーウインドウスイッチフィニッシャー部）
■空調
オゾンセーフフルオートエアコン＋リヤクーラー

オゾンセーフフルオートデュアルエアコン （注2） 2WD
4WD

インテリジェントエアコンシステム プラズマクラスターイオン®フルオートエアコン（除菌機能付）

（ワンタッチクリーンスイッチ付） 排出ガス検知式内外気自動切換え機構
高性能フィルター（花粉･におい･アレルゲン対応タイプ）（注3）

■オーディオ/ナビゲーションシステム
オーディオレス＋4スピーカー （注4）
カーウイングスナビゲーションシステム（HDD方式）（高精細7インチワイド液晶モニター、マル
チファンクションスイッチ/タッチパネル併用操作、TV、ハンズフリーフォン、VICS[FM多重]、
ボイスコマンド、Bluetooth®オーディオ/ハンズフリーフォン対応、車両情報表示機能、DVDビデ
オ&オーディオ再生機能、ミュージックボックス、ビデオ端子、100V電源）（注5）（注6）（注7）

CD一体AM/FM電子チューナーラジオ（6スピーカー、MP3/WMA再生機能、サウンド
フォーカス、デジタル時計［ON/OFF切替タイプ］組込み、FMダイバーシティ） （注8）

後席9インチワイド液晶モニター（TV&DVDビデオ専用､電動格納式､後席リモコン&ワイヤレスヘッドフォン2個） （注9）
ETC（ノンストップ自動料金支払いシステム）ユニット（ビルトインタイプ） （注10）

地上デジタルテレビ放送用チューナー（松下電器製） （注11）
■内装/シート

専用シート地 本革/パートナー®（ブラック）＊
ジャージ（ブラック）

■外装/タイヤ･ホイール
専用フロントグリル&バンパーグリル
ブリリアントグリル（LEDイルミネーション内蔵バンパーグリル）
専用フロントバンパー
専用サイドシルプロテクター
専用リヤバンパー
リヤコンビランプ（クリアタイプ）
専用ネーミングエンブレム
専用スポーツマフラー〈HKS製〉

スライドドア リモコンオートスライドドア（助手席側、挟み込み防止機構付）
リモコンオートスライドドア（両側、挟み込み防止機構付） 2WD

ツインサンルーフ 2WD
専用16インチ光輝アルミホイール（16×6JJ）、オフセット：45、P．C．D：114.3（5穴）
195/60R16 89Hタイヤ
■安全/メカニズム

エンジンチューン（高圧縮比化、専用カムシャフト、専用チューニングコンピューター）
ハイパフォーマンススペック/ ボディチューン（専用フロントタワーバー、専用フロントクロスバー、

専用リヤクロスバー、YAMAHA社製パフォーマンスダンパー）パフォーマンススペック
専用タイヤ（TOYO TRANPATH MP4）
専用チューンドサスペンション（2WD車はローダウン）

専用スポーティサスペンション（2WD車はローダウン）
LED式ハイマウントストップランプ（クリアタイプ）
■寒冷地仕様

ヒーター付ドアミラー、大型バッテリー、スチール製リヤワイパー （注12） 2WD
4WD

セレナ「ライダー ハイパフォーマンススペック」「ライダーパフォーマンススペック」「ライダー」はベース車「20S」に対して下記の特別装備が追加され、またメーカーオプションも表記の設定のみとなります。ベース車の仕様装備についてはＰ36～37の「セレナ主要装備一覧」をご覧ください。 ＊一部合成皮革を使用しています。また、セカンドマルチセンターシートはカブロン®となります。
◆1～◆5はそれぞれセットでメーカーオプションになります。（注1）インテリジェントキーは、リモートコントロールエントリーシステム機能
付となります。（注2）「オゾンセーフフルオートデュアルエアコン」を選択した場合、リヤの空調調整は、プッシュ式になります。（注3）「高性
能フィルター」を選択した場合、標準装備の「クリーンフィルター」は装着されません。なお、ディーラーオプションでもクリーンフィルター
「花粉・におい・アレルゲン対応タイプ」をご用意しておりますので、詳しくはオプショナルパーツカタログをご覧ください。（注4）オーディオ
レスの場合、デジタル時計は装備されません。ハーネス、アンテナは装備されます。（注5）カーウイングスナビゲーションシステム（HDD方
式）を装着し、カーウイングス無料サービスにお申し込みいただくと、会員登録センターより通信ケーブル1本のみ無償でお届けします。ハ
ンズフリーフォンのみご利用いただく場合の通信ケーブル（ディーラーオプション）は別売となります。通信ケーブルは、携帯電話の通信方
式によって仕様が異なります。ワイヤレス接続のBluetooth®ハンズフリー機能は、Bluetooth®対応の携帯電話のみご利用いただけます。
携帯電話によっては、利用できない機種がありますので、詳しくはカーウイングスホームページ（www.nissan-carwings.com）の「適合携
帯電話一覧」でご確認いただくか、カーライフアドバイザーにお問い合わせください。（注6）カーウイングスナビゲーションシステム（HDD方
式）とiPod®をBluetooth®接続し、iPod®に録音された音楽を車内で楽しむことができます。なお、本Bluetooth®通信にてiPod®をご利用い
ただくには、別途Bluetooth®トランスミッターを装着することが必要となります。（注7）DVDビデオ/DVDオーディオ等の再生が可能です。
ただし、ディスクの種類によっては再生できない場合があります。またDVD-R/DVD＋R/DVD-RW/DVD＋RW/DVD-R DL/DVD＋R DL
ディスクは、ディスクや記録状態によっては再生できない場合があります。DVD-R DL/DVD+R DLは、記録状態によってはレイヤー（1層/2
層）の切り替え時に映像や音声が途切れる場合があります。DVD-RAMは再生できません。（注8）CDはディスクの種類によっては再生でき
ない場合があります。（注9）ナビゲーション画面は映りません。（注10）「後席9インチワイド液晶モニター付車を除くカーウイングスナビゲー
ションシステム（HDD方式）」の「ETC（ノンストップ自動料金支払いシステム）ユニット（ビルトインタイプ）」は、ディーラーオプションでご用
意しております。（注11）カーウイングスナビゲーションシステム（HDD方式）とはコンポジット（ビデオ信号）接続です。地上デジタルテレビ
放送用チューナーは専用リモコンでのみ操作可能です。ステアリングスイッチでの操作はできません。受信エリア内でも電波の出力状況等に
より一部受信できない場合もございますのでご注意ください。（注12）寒冷地仕様のリヤワイパーはスチール製となり、形状が異なります。
●本商品にはシャープ株式会社のプラズマクラスター技術を搭載しています。プラズマクラスター、プラズマクラスターイオンおよび
Plasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。●Bluetooth®トランスミッターはNISSAN ONLINE SHOP（http：//shop.nissan.co.jp）
でのみ販売しております。●iPodは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●BluetoothおよびBluetoothロゴは、
米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●カーウイングス/CARWINGSは日産自動車株式会社の登録商標です。●カブロン®とパー
トナー®は合成皮革です。●カブロン、パートナーはアキレス株式会社の登録商標です。

表内の緑文字は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。インナーグリーンの詳細はP24～25をご覧ください。

◆1は346,500円、◆2は495,600円、◆3は120,750円、◆4は183,750円、◆5は28,350円のセット価格（消費税込み）と
なります。●メーカーオプションおよびオーテック扱いオプションの価格はメーカー希望小売価格です。価格は販売会社が独自
に決めておりますので、それぞれの販売会社にお問い合わせください。メーカーオプションおよびオーテック扱いオプションは
ご注文時に申し受けます。メーカーの工場またはオーテックで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

■エンジン主要諸元 ■変速比・最終減速比
「ライダー ハイパフォーマンススペック」の「エンジン主要諸元」はP43をご覧ください。「変速比・
最終減速比」はベース車と同仕様です。その他の車種の「エンジン主要諸元」「変速比・最終減速比」
はP39をご覧ください。
●「ライダー ハイパフォーマンススペック」「ライダー パフォーマンススペック」「ライダー」は
持込み登録でオーテック扱いとなります。

標準装備　 メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）
オーテック扱いオプション（ご注文時に申し受けます） HDDナビセットメーカーオプション
ライダー ハイパフォーマンススペック・ライダー パフォーマンススペック・ライダー特別装備

2WD 4WD
MR20DE MR20DE

ニッサンDBA-C25 ニッサンDBA-NC25

● ● ● ● ● ●

4715
1740

1820 1850
2760
1470

1355［1350（後席モニター付）・1325（ツインサンルーフ付）］
2860

1480/1485 1485/1480
140 135

1650 1640 1730 1720
8

2090 2080 2170 2160

5.7

前輪駆動 4輪駆動
ラック&ピニオン式

独立懸架ストラット式/トーションビーム式 独立懸架ストラット式/トレーリングアーム式マルチリンク
ベンチレーテッドディスク式/ディスク式

195/60R16 89H

■セレナ「ライダー ハイパフォーマンススペック」
「ライダーパフォーマンススペック」「ライダー」主要諸元

車種

諸元
ライダー

パフォーマンス
スペック

ライダー
ハイパフォーマンス

スペック
ライダー

ライダー
ハイパフォーマンス

スペック

ライダー
パフォーマンス
スペック

ライダー

●ベース車 車名型式
●運転タイプ
エクストロニックCVT〈無段変速機〉
●寸法
全長 mm
全幅 mm
全高 mm
室内寸法 長 mm
〃 幅 mm
〃 高 mm

ホイールベース mm
トレッド 前/後 mm
最低地上高 mm
●重量･定員
車両重量 kg
乗車定員 名
車両総重量 kg
●性能
最小回転半径 m
●諸装置
駆動方式
ステアリングギヤ形式
サスペンション 前/後
主ブレーキ　前/後
タイヤ　前･後
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