
このカタログは環境保護に配慮し、適切
に管理された森林より伐採された木
材を使用して製造加工された「FSC®

認証紙（ミックス）」を使用しています。スピードおさえて、いい運転。
シートベルトとチャイルドシートを忘れずに。

●本カタログの内容は2014年12月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。●本カタログに掲載されている写真は、印刷インキや撮影条件などから、
実際の色と異なって見えることがあります。●本カタログに掲載されている写真の一部は合成写真となります。なお、写真の小物類は撮影のための小道具です。

F2404-4121AAA

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、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。

企画・開発・製造

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

>>受付時間 9：0 0～1 7：0 0

0120 -315 -232
（携帯・PHSも対応）

〒220-8686
神奈川県横浜市西区高島1丁目1番1号

4C

175線

C
M
Y
B

念
念
校

文
字
・
絵
柄
原
稿

文
字
・
絵
柄
原
稿

H1H4
寸法

490×250
プロファイル
ES11

E-GRA
COM 品名 エクストレイル ブラックエクストリーマー

1444432-01 製
作

製
版

2014年11月28日 検
版

20X ブラック エクストリーマー X

■エクストレイル「ブラック エクストリーマーX」主要装備一覧

20X ブラック エクストリーマーX
/

20X ブラック エクストリーマーX
“エマージェンシーブレーキ パッケージ”

2列車 3列車
4WD

車名型式 ニッサンDBA-NT32

エクストロニックCVT
寸法
　　全長 4670mm 4670mm

　　全幅 1820mm 1820mm

　　全高 1715mm 1715mm

　　室内寸法　長 2005mm 2555mm

　　室内寸法　幅 1535mm 1535mm

　　室内寸法　高（サンルーフ付車） 1270mm（1220mm） 1270mm（1220mm）
　　ホイールベース 2705mm 2705mm

　　トレッド   前 1575mm 1575mm

　　トレッド   後 1575mm 1575mm

　　最低地上高 205mm 205mm

重量・定員
　　車両重量 1510kg 1580kg

　　乗車定員 5名 7名
　　車両総重量 1785kg 1965kg

性能
　　最小回転半径 5.6m 5.6m

　　主要燃費向上対策

アイドリングストップ装置、
筒内直接噴射、可変バルブタイミング、
自動無段変速機（CVT）、
充電制御、電動パワーステアリング

アイドリングストップ装置、
筒内直接噴射、可変バルブタイミング、
自動無段変速機（CVT）、
充電制御、電動パワーステアリング

諸装置
　　駆動方式 4輪駆動（ALL MODE 4×4-i） 4輪駆動（ALL MODE 4×4-i）
　　ステアリングギヤ形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式
　　サスペンション　前 独立懸架ストラット式 独立懸架ストラット式
　　サスペンション　後 独立懸架マルチリンク式 独立懸架マルチリンク式
　　主ブレーキ　前 ベンチレーテッドディスク式 ベンチレーテッドディスク式
　　主ブレーキ　後 ベンチレーテッドディスク式 ベンチレーテッドディスク式
　　タイヤ　前・後 225/65R17 225/65R17

20X ブラック
エクストリーマーX

20X ブラック
エクストリーマーX
“エマージェンシー
ブレーキ パッケージ”

2列車 / 3列車
4WD

エクストロニックCVT

 ｜グレード別装備
視界 LEDヘッドランプ（ハイ/ロービーム、オートレベライザー付、フレンドリーライティング作動付、

シグネチャーLEDポジションランプ付）
オートライトシステム（フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付）
アラウンドビューモニター（MOD〔移動物検知〕付）＊1 （注1） ◆1 ◆2
インテリジェントパーキングアシスト＊2 （注11） ◆1 ◆2
バックビューモニター  （注2）
大型フロントフォグランプ&ダークメタリックフォグランプフィニッシャー
サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー

運転席まわり ファインビジョンメーター
アドバンスドドライブアシストディスプレイ（5インチカラーディスプレイ）
本革巻ステアリング&本革巻シフトノブ
ステアリングスイッチ（アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定）
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、クルーズコントロール） ◆1 ◆2
メッキインナードアハンドル
インテリジェントキー（運転席・助手席・バックドア感知、キー2個） （注3）
プッシュエンジンスターター
ECOモードスイッチ
前席サンバイザー（運転席：バニティミラー、チケットホルダー付、助手席：バニティミラー） 照明付 照明付
カップホルダー（保温保冷機能付、前席2個）
ボトルホルダー〈ラゲッジ〉 3列車 3列車
ラゲッジサイドトレイ 3列車 3列車

空調 オートエアコン
エアコン独立温度調整機能〈運転席、助手席〉

オーディオ /
ナビ
ゲーション

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＊3（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、ETCユニット〔ビル
トインタイプ〕） （注5）（注6）（注7）

◆1 ◆2

日産オリジナルナビゲーション（メモリータイプ）
後席専用モニター（ルーフ取付タイプ）  （注8）
ETCユニット（ビルトインタイプ）

内装 防水加工フロア
デュアルカーペット（フロアカーペット〔消臭機能付〕＋ラバーマット）
防水フレキシブルラゲッジ  （注9）
防水ラゲッジボード
ラゲッジトレイ 2列車 2列車
ラゲッジフルカバー
トノカバー
キッキングプレート（LEDイルミネーション機能付）
バックドアインナーフック（1個） （注10）

シート 防水シート（セルクロス®/フレーザークロス®/パートナー®コンビシート）＊4

前席クイックコンフォートヒーター付シート
後席可倒式シート（6:4分割） 2列車 2列車
セカンド可倒式シート（4:2:4分割、スライド、リクライニング） 3列車 3列車
サード可倒式シート（5:5分割、リクライニング） 3列車 3列車
リヤセンターアームレスト（カップホルダー付） 2列車 2列車
リヤセンターアームレストスルー（カップホルダー付） 3列車 3列車

外装 /
タイヤ&
ホイール

ルーフレール
パノラミックガラスルーフ（電動チルト&スライド、電動格納式シェード付）
リモコンオートバックドア（ハンズフリー機能、挟み込み防止機構付）  （注10）
225/65R17 102Hタイヤ
ブラックメタリック17インチアルミホイール（17×7J）、インセット：45、P.C.D：114.3（5穴）
ダーククロムフロントグリル
フロントオーバーライダー（ダーククロムフィニッシュ）
ダークメタリックフロントアンダーカバー
ダークメタリックリヤアンダーカバー（ダーククロムフィニッシュ） （注11）
ダークメタリックサイドアンダーカバー
サイドガードモール
プラスチックバイザー
マッドガード

安全 /
メカニズム

SRSエアバッグ〈運転席・助手席〉
SRSサイドエアバッグ〈運転席・助手席〉 ◆3 ◆3
SRSカーテンエアバッグ ◆3 ◆3
ABS（アンチロックブレーキシステム）
VDC（ビークルダイナミクスコントロール、キャンセルスイッチ〔TCS機能含む〕）＋ブレーキLSD
エマージェンシーブレーキ＊5

踏み間違い衝突防止アシスト＊6 （注11）（注12）
フロント&バックソナー （注12） ◆1
アイドリングストップ（ECOモーター式）
ALL MODE 4×4-i〈4WD MODEスイッチ付〉
アドバンスドヒルディセントコントロール（速度設定機能付）
ヒルスタートアシスト
LDW（車線逸脱警報）＊6

進入禁止標識検知＊6

BSW（後側方車両検知警報）＊6 ◆1 ◆2
ふらつき警報＊6 ◆1 ◆2
クルーズコントロール ◆1 ◆2
4輪ベンチレーテッドディスクブレーキ
セキュリティ&セーフティパック プレミアム
リモコンエンジンスターター

寒冷地仕様 寒冷地仕様（ヒーター付ドアミラー、リヤヒーターダクト）

 「ブラック エクストリーマーX」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

■エクストレイル「ブラック エクストリーマーX」主要諸元

■エンジン主要諸元、■変速比・最終減速比はベース車と同仕様です。なお、ベース車の諸元はエクストレイルカタログP42の「■エンジン主要諸元」「■変速比・最終減
速比」をご覧ください。
●「ブラック エクストリーマーX」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。

エクストレイル「ブラック エクストリーマーX」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、エクストレイルカタログP40-41の「エクスト
レイル主要装備一覧」をご覧ください。

主なディーラーオプション　●5YEARS COAT ●ウインドウ撥水 12ヶ月 ●チャイルドセーフティシート 他 詳しくはオプショナルパーツカタログをご覧ください。

エクストレイル「ブラック エクストリーマーX」主要装備一覧注記
〈安全装備の注意事項〉 ＊1 エクストレイルカタログP27の「＊1、＊2、＊3、＊4」をご覧ください。 ＊2 エクストレイルカタログP27の「＊4、＊6、＊7」をご覧ください。 ＊5 エク
ストレイルカタログP25の「＊2、＊3」をご覧ください。 ＊6 エクストレイルカタログP25の「＊2」をご覧ください。
●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
◆1～3はそれぞれセットでメーカーオプションです。 ＊3 「NissanConnect CARWINGS いつでもLink」サービスには非対応のため、パケット通信料10年間使い放題/ス
マートフォン連携機能などはご利用いただけません。 ＊4 前席メイン、サイドは「セルクロス®」および「フレーザークロス®」、セカンドシート・サードシート（3列車）メイン、サイド
は「セルクロス®」および「パートナー®」、全席マチ、ヘッドレスト、シートバックは「パートナー®」を採用しています。
（注1）アラウンドビューモニターを装着した場合、サイドアンダーミラーは非装着となります。（注2）日産オリジナルナビゲーション、ディスプレイ付ラジオ装着車のみお選び
いただけます。（注3）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。メーカーオプションでリモコンオートバックドアをお選びの場合、リモ
コンオートバックドアリクエストスイッチが装着されます。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあ
ります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。（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。（注6）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。（注7）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8）日産オリジナルナビゲーション（一部機種を除く）装着車のみお選びいただけます。（注9）3列車は防水ラゲッジとなります。（注10）
「ブラック エクストリーマーX」はリモコンオートバックドアを装着した場合、バックドアインナーフック（1個）は非装着となります。（注11）インテリジェントパーキングアシスト、
および踏み間違い衝突防止アシストを装着した場合、ブラック エクストリーマーX特別装備のダークメタリックリヤアンダーカバーにソナーが装着されます。（注12）踏み間違
い衝突防止アシスト付車は4つのフロントソナーが必要となるため、フロントロワーグリルの形状が他仕様車と異なります。詳しくはエクストレイルカタログP39右上の写真を
ご覧ください。
●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。●BluetoothおよびBluetoothロゴは、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。●セルクロスおよびフレーザークロスはスミノエテイジンテクノ株式会社、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エクストレイルカタログP29をご覧ください。

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

ブリリアントホワイトパール（3P）
〈#QAB・スクラッチシールド〉
（特別塗装色）

バーニングレッド
〈#AX6・スクラッチシールド〉

チタニウムカーキ（PM）
〈#EAN・スクラッチシールド〉
（特別塗装色）

●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は、ドアミラーを除く車体色塗装部位に塗布しております。
●（P）はパール、（PM）はパールメタリック、（3P）は3コートパールの略です。 ●印刷インキの性質上、実際の塗色とは異なって見えることがあります。

■ボディカラー

エコカー減税対象車
エクストレイル「ブラック エクストリーマーX」は減税の対象＊7です。
＊7 自動車取得税：－80%、自動車重量税：－75%、自動車税：－50%の減税措置が適用されます。
〈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）〉
※詳しくはエクストレイルカタログP31の「減税・免税措置の適用」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
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■ダーククロムフロントグリル　■フロントオーバーライダー（ダーククロムフィニッシュ）&ダークメタリック
フロントアンダーカバー　■大型フロントフォグランプ&ダークメタリックフォグランプフィニッシャー
■マッドガード　■ダークメタリックサイドアンダーカバー　■ブラックメタリック17インチアルミホイール
■バックドアインナーフック（1個）＊1　■ダークメタリックリヤアンダーカバー（ダーククロムフィニッシュ）
■ルーフレール　■LEDヘッドランプ

BLACK X-TREMER X

SPECIAL EQUIPMENT

並外れたタフさと、数々の最先端テクノロジーで

オーナーをアウトドアスポーツの未知の領域へと導くエクストリーマーX。

その精悍で力強いフォルムを、より際立たせた「ブラック エクストリーマーX」登場。

ダークな輝きを放つこだわりの装備と、かつてないパフォーマンスが

さらなる挑戦する楽しさへと誘う。

黒のたくましさをまとい、さらなる未知の領域へ。

Photo：20X ブラック エクストリーマーX “エマージェンシーブレーキ パッケージ”（4WD）。ボディカラーはダイヤモンドブラック（P）〈#G41・スクラッチシールド〉（特別塗装色）。NissanConnectナビゲーションシステム+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、クルーズコントロール）+アラウンドビューモニター（MOD〔移動物検知〕付）+インテリジェントパーキングアシスト+BSW（後側方車両検知警報）+ふらつき警報+クルーズコントロールはメーカーオプション。 

01 02 03 04 05 06 07 08

01 02

03

04 05 06

07 08

＊1 メーカーオプションでリモコンオートバックドアを装着した場合、非装着となります。


