
Rider Black Line ZZ



Black Line ZZ
闇を切り裂く白い閃光。ライダー「ブラックライン ZZ」。

ライダー「ブラックライン」に、ハイグレードなセンスを極めたZZ(ダブルズィー)が誕生。

精悍なダーククロムメッキの光沢と、鮮やかなLEDの輝きが織りなす光の競演。

その至高の煌めきが、ZZの特別な価値をいっそう深く、熱く語りかけてくる。
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※ご注意「助手席ドア・オートスライドドア<助手席側>連動ステップ」は特別装着
オプションとなります（ライダー パフォーマンススペックブラックラインZZを除く）。
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。

セレナ ライダーシリーズ最上の走り。セレナ ライダーシリーズ最上の走り。
「ライダー パフォーマンススペック ブラックライン ZZ」「ライダー パフォーマンススペック ブラックライン ZZ」
もラインアップ。詳しくはオーテックジャパンホームもラインアップ。詳しくはオーテックジャパンホーム
ページをご覧ください。ページをご覧ください。

格納時

オーテック扱い特別装着オプション

赤文字は「ライダー ブラックライン ZZ」シリーズ特別装備です。＊1 注意事項につきましては、セレナカタログP16-17ページの「＊1、＊3」をご覧ください。
Photo：ライダー ブラックライン ZZ S-HYBRID“アドバンスドセーフティ パッケージ”（2WD）。ボディカラーはダイヤモンドブラック（P）〈＃G41・特別塗装色・スクラッチシールド〉。内装色はブラック〈G〉。ボディサイドデカール
はオーテック扱いディーラーオプション。助手席ドア・オートスライドドア<助手席側>連動ステップはオーテック扱い特別装着オプション。 ※画面はハメ込み合成です。※メーターは機能説明のためのイメージ画像です。

■本革巻3本スポークステアリング
■専用シート地　(エンボス付スエード調モケット/トリコット)
■専用インストシフトフィニッシャー　<シルバーカーボン調>
■専用パワーウインドウスイッチフィニッシャー　<シルバーカーボン調>
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4

5

6

7

■ 専用スポーツマフラー〈HKS製〉
■195/60R16 89Hタイヤ&専用16インチ光輝アルミホイール(2WD車)
■195/65R15 91Sタイヤ&専用15インチアルミホイール(4WD車)
■専用サスペンション(2WDのみローダウン)
■専用アラウンドビューモニター(MOD〔移動物 検知〕機能付き)＊1

 （“アドバンスドセ ーフティ パッケージ”）
■ワンタッチオートスライドドア<両側>(挟み込み防止機構付)

MECHANISM & OTHERS
2

EXTERIOR
■専用ダーククロムフロントグリル
■専用ダーククロムヘッドランプフィニッシャー
■専用フロントバンパー
■専用フロントプロテクター
■専用ダーククロムバンパーグリル
■LEDヘッドランプ（ロービーム、オートレベライザー付、プロジェク　
　タータイプ、シグネチャーLEDポジションランプ付)
■専用LEDフォグランプ
■専用LEDデイタイムランニングライト
■専用バックドアモール
■専用ダークエンブレム（Rider/AUTECH）
■サイドシルプロテクター
■専用リヤバンパー
■高輝度LEDリヤコンビネーションランプ（ハイウェイスター用）
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■セレナ「ライダー ブラックライン ZZ」シリーズ主要装備一覧

ライダー 
ブラックライン ZZ

（エマージェンシーブレーキ標準装備）

ライダー パフォーマンススペック
ブラックライン ZZ

（エマージェンシーブレーキ標準装備）

車種
”アドバンスド

セーフティ パッケージ”
”アドバンスド

セーフティ パッケージ”
2WD / 4WD

（オートコントロール4WD） 2WD

MR20DD-SM23 8人乗り / 
MR20DD 8人乗り MR20DD-SM23 8人乗り

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ベース車 20X
 ｜グレード別装備

視界 LEDヘッドランプ（ロービーム、オートレベライザー付、プロジェクタータイプ、
シグネチャーLEDポジションランプ付）
専用LEDフォグランプ〈フロントバンパー組込み〉
専用LEDデイタイム ランニングライト
高輝度LEDリヤコンビネーションランプ（ハイウェイスター用）
専用アラウンドビューモニター（MOD〔移動物 検知〕機能付）＊1

ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー （注1）
スーパーUVカット断熱グリーンガラス〈フロントドア〉 （注2）

運転席まわり 本革巻3本スポークステアリング（20G、ハイウェイスター用）
ステアリングスイッチ（オーディオ、ナビ、ボイスコマンド、ハンズフリーフォン） ◆1、2 ◆1、2
専用インストシフトフィニッシャー〈シルバーカーボン調〉
専用パワーウインドウスイッチフィニッシャー〈シルバーカーボン調〉

空調 オートデュアルエアコン （注3）
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）

プラズマクラスター搭載オートエアコン
（肌保湿＊2、除菌＊3機能付）

◆3 ◆3 ◆3 ◆3内外気自動切換え機構（におい・排ガス検知）
高性能フィルター（ビタミンフィルター）

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）
NissanConnect ナビゲーションシステム＊4（7インチワイドディスプレイ、ハンズ
フリーフォン、VICS〔FM多重〕、ボイスコマンド、カーウイングス対応、Bluetooth®

対応、DVD/CD再生機能、ミュージックボックス、USB接続、iPod®対応、外部入力
端子、TVチューナー、AM/FMラジオ、FMダイバーシティ、ETCユニット（ビルト
インタイプ）、6スピーカー、100V電源、スマートフォン連携機能）  （注5）

◆1、2 ◆1、2

後席エンターテイメントシステム（後席11インチワイドディスプレイ、
後席リモコン、ワイヤレスヘッドフォン2個（イヤーパッド回転可能タイプ）） ◆2 ◆2

日産オリジナルナビゲーション （注6）
後席専用モニター（ルーフ取付タイプ） （注7）
ETCユニット〈ビルトインタイプ〉 （注6）

内装 パーソナルテーブル〈セカンド・サード左右〉（カップホルダー各2個、
コンビニフック各2個、折りたたみ格納式）

シート 専用シート地（エンボス付スエード調モケット/トリコット〔ブラック〈G〉〕）

外装/
タイヤ・ホイール

専用ダーククロムフロントグリル
専用フロントバンパー
専用ダーククロムバンパーグリル
専用ダーククロムヘッドランプフィニッシャー
専用フロントプロテクター
サイドシルプロテクター（ハイウェイスター用）
専用リヤバンパー
専用ダークエンブレム（Rider/AUTECH）
専用エンブレム（PERFORMANCE SPEC）
スライドドア スライドドアオートクロージャー〈両側〉

ワンタッチオートスライドドア〈両側〉（挟み込み防止機構付）
助手席ドア・オートスライドドア〈助手席側〉連動ステップ
（LEDエントリーイルミネーション連動切替スイッチ付） （注8）
バックドア バックドアオートクロージャー ◆3 ◆3 ◆3 ◆3
専用バックドアモール
パノラミックルーフ（UVカット断熱機能付プライバシーガラス/
電動ワンタッチ格納シェード付、固定式）
専用スポーツマフラー〈HKS製〉
専用タイヤ〈YOKOMAHA ADVAN Sport〉（205/50ZR17 93Y）&専用17インチ
光輝アルミホイール〔ダーク調〕（17×6.5J）、インセット:51、P.C.D:114.3（5穴）
195/60R16 89Hタイヤ&専用16インチ光輝アルミホイール（16×6J）、
インセット:45、P.C.D:114.3（5穴） 2WD 2WD

195/65R15 91Sタイヤ&専用15インチアルミホイール（15×5.5J）、
インセット:45、P.C.D:114.3（5穴） 4WD 4WD

（4WD）

（2WD）

安全/
メカニズム パフォーマンススペック

ボディチューン（専用フロントクロスバー、YAMAHA製
パフォーマンスダンパー、専用リヤクロスバー）
専用チューンドサスペンション（ローダウン）

専用サスペンション（2WDのみローダウン）
踏み間違い衝突防止アシスト＊5/フロント&バックソナー/ふらつき警報＊5

〈安全装備の注意事項〉 ＊1 セレナカタログP16-17の「＊1、＊3」をご覧ください。 ＊5 セレナカタログP16-17の「＊1」をご覧ください。 
◆1~3はそれぞれセットでメーカーオプションです。●「メーカーオプション」「オーテック扱い特別装着オプション」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。＊2 効果には個人差や作動条件による差があります。株式会社総合医科学研究所にて試験、イオン濃度25,000個/cm3、
被験者のこめかみの肌水分量を測定。＊3 浮遊菌:約10畳の実験空間での38分後の効果。試験結果は実空間での同様の結果を保証するものではありません。＊4「NissanConnect 
CARWINGS いつでもLink」サービスには対応しておりません。（注1）「NissanConnectナビゲーションシステム」をお選びの場合は、装着されません。（注2）フロントサイドガラス
はUVカット断熱グリーンガラスになります。（注3）「オートデュアルエアコン」には、リヤの冷暖房機能が含まれております。（注4）オーディオレス車には、カバーは装備されません。
ハーネス、アンテナは装備されます。（注5）DVD/CDはディスクの種類、記録状態によっては再生できない場合があります。また、DVD-RAMは再生できません。各機能を使用
できる携帯電話につきましては、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」でご確認ください。iPod®対応機種は日産羅針盤（http://
www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/）でご確認ください。（注6）メーカーオプションの「NissanConnectナビゲーションシステム」とは同時装着できません。
（注7）日産オリジナルナビゲーション（一部機種を除く）を装着した場合のみお選びいただけます。（注8）ステップの長さは1620mm、幅は155mmとなります。●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及びPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。●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。●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。 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。

 「ライダー 」シリーズ特別装備　  「ライダー ブラックライン」シリーズ特別装備　   「ライダー ブラックライン ZZ」シリーズ特別装備　  標準装備
 メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）　  ディーラーオプション　  オーテック扱い特別装着オプション（ご注文時に申し受けます）

セレナ「ライダー ブラックライン ZZ」シリーズはベース車に対して、下記の装備が追加され、またメーカーオプションも表記のみとなります。
ベース車の仕様装備につきましてはセレナカタログP36-37の「セレナ主要装備一覧」をご覧ください。

BODY COLORSBODY COLORS

ブリリアントホワイトパール(3P)ブリリアントホワイトパール(3P)
〈＃QAB・特別塗装色〉〈＃QAB・特別塗装色〉

ダイヤモンドブラック(P)ダイヤモンドブラック(P)
〈＃G41・特別塗装色・スクラッチシールド〉〈＃G41・特別塗装色・スクラッチシールド〉

■エンジン&モーター主要諸元、■変速比・最終減速比はベース車と同仕様です。なお、ベース車の諸元はセレナカタログP38の「■エンジン&モーター主要諸元」
「■変速比・最終減速比」をご覧ください。＊6 オーテック扱い特別装着オプションの「助手席ドア・オートスライドドア〈助手席側〉連動ステップ」をお選びの場合、
車両重量および車両総重量は約30kg増加します。※「ライダー ブラックライン ZZ」シリーズは専用エアロパーツ装着のため、縁石や段差の大きな場所や不整地路等
では路面と干渉する場合があります。あらかじめご承知おきください。 ●「ライダー ブラックライン ZZ」シリーズは全車3ナンバーとなります。 ●「ライダー ブラック
ライン ZZ」シリーズは持込み登録でオーテック扱いとなります。●登録時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元（設計値）と異なる場合があります。

■セレナ「ライダー ブラックライン ZZ」シリーズ主要諸元
ライダー

ブラックライン ZZ
S-HYBRID

ライダー
パフォーマンススペック
ブラックライン ZZ

S-HYBRID

ライダー
ブラックライン ZZ

2WD 4WD（オートコントロール4WD）
MR20DD-SM23 MR20DD

ベース車 20X S-HYBRID 20X

●ベース車 車名型式 ニッサンDAA-HC26 ニッサンDBA-NC26

●運転タイプ
　エクストロニックCVT（無段変速機） ● ●
●寸法
　全長 mm 4820 4820

　全幅 mm 1735 1735

　全高 mm 1855 1875

　室内寸法 長 mm 3060 3060

　　  〃 幅 mm 1480 1480

　　  〃 高 mm 1380/1340（パノラミックルーフ付） 1380/1340（パノラミックルーフ付）
　ホイールベース mm 2860 2860

　トレッド　前/後 mm 1480/1485 1470/1475 1485/1480

　最低地上高 mm 150 135

●重量・定員
　車両重量＊6 kg 1680 1690 1740

　乗車定員 名 8 8

　車両総重量＊6 kg 2120 2130 2180

●性能
　最小回転半径 m 5.7 5.5

●諸装置
　駆動方式 前輪駆動 4輪駆動
　ステアリングギヤ形式 ラック&ピニオン式 ラック&ピニオン式

　サスペンション　　前/後 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

　主ブレーキ　　前/後 ベンチレーテッドディスク式/ディスク式 ベンチレーテッドディスク式/ディスク式
　タイヤ　　前・後 195/60R16 89H 205/50ZR17 93Y 195/65R15 91S

エコカー減税対象車
2009年4月より一定以上の「排気性能」と「燃費基準」を満たし
たクルマを対象としたエコカー減税が始まりました。日産は環境
に配慮したエコカー減税対象車「Nissan ECO」（ネコ）シリーズ
を数多く取り揃えており、セレナ「ライダー ブラックライン ZZ」
シリーズもエコカー減税の対象＊7です。

＊7 以下の減税措置が適用となります。〈エコカー減税 自動車取得税および自動車重量税：購入時全額免税（自動車重量税は車検1回目も免税）。グリーン税制 

自動車税：－75%〉2WD：ライダー ブラックライン ZZ S-HYBRID、ライダー パフォーマンススペック ブラックライン ZZ S-HYBRID。〈エコカー減税 自動車
取得税：－80%、自動車重量税：－75%。グリーン税制 自動車税：－50%〉4WD：ライダー ブラックライン ZZ。〈エコカー減税 自動車取得税：2015年3月末
までの登録車、自動車重量税：2015年4月末までの登録車。グリーン税制 自動車税：2016年3月末までの登録車（登録の翌年度から1年間適用）〉 ※詳しく
はセレナカタログP29の［減税措置の適用］をご覧ください。

「平成17年基準排出ガス
75%低減レベル」認定全車

DEALER OPTION オーテック扱いディーラーオプション

詳しくは「SV ディーラーオプションカタログ」（ht tp: //www.autech. jp/DOP/）をご覧ください。

専用プラスチックバイザー
 （ストライプ、「Rider」エンブレム付）

専用リヤバンパーモール専用フロアカーペット
 （吸遮音・消臭機能付、
「Rider」エンブレム付）

専用フロント
プロテクターデカール

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、
上記「オーテックジャパンホームページ」に掲載しております。
●本カタログの内容は 2014 年 5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。

〒220 - 8686
神奈川県横浜市西区高島 1 丁目 1 番 1 号

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。

AJ-SE2-1405N1
C48CN

●内装色は全車ブラック〈G〉となります。●スクラッチシールドをお選びの場合、他のボディ色と車両価格が異なります。●スクラッチシールドはドアミラー、
サイドシルプロテクター、専用フロントプロテクターを除く、車体色塗装部位に塗布しております。●（3P）は3コートパール、（P）はパールの略です。●印刷インキ
の性質上、実際の塗色とは異なって見える場合があります。


