
ブリリアントホワイトパール（3P）
〈＃QAB〉（特別塗装色）

スーパーブラック
〈＃KH3〉（注10）

ブリリアントシルバー（M）
〈＃K23〉

ダークメタルグレー（M）
〈＃KAD〉

ガーネットレッド（CP）
〈＃NBF〉（特別塗装色）（注1）

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。

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。
＞＞ 受付時間  9：0 0～ 1 7：0 0

（携帯・PHSも対応）0120-315-232お客さま
相談室

〒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。

●本カタログの内容は2016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。

F1012-6121AAA

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。

 標準装備　  ノート NISMO専用装備　  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■ノート NISMO主要装備一覧 ■ノート NISMO主要諸元
車種

諸元

2WD

HR12DE-EM57 HR12DDR HR16DE
［NISMO S専用チューン］

e-POWER NISMO NISMO NISMO S
●車名型式 ニッサンDAA-HE12 ニッサンDBA-E12 ニッサンDBA-E12改
●運転タイプ － エクストロニックCVT（無段変速機） 5速マニュアル
●寸法
全長 mm 4165
全幅 mm 1695
全高 mm 1530 1535 1515
室内寸法 長 mm 2065
　  〃 幅 mm 1390
　  〃 高 mm 1255
ホイールベース mm 2600
トレッド 前 mm 1470
   〃 後 mm 1475 1470
最低地上高 mm 130 145 120
●重量・定員
車両重量 kg 1250 1110 1080
乗車定員 名 5
車両総重量 kg 1525 1385 1355
●性能
最小回転半径 m 5.2
燃　料
消費率 （国土交通省審査値） 

km/L － 24.0 －

主要燃費向上対策

ハイブリッドシステム、
アイドリングストップ装置、
可変バルブタイミング、
ミラーサイクル、

電動パワーステアリング

可変バルブタイミング、
自動無段変速機（CVT）、
電動パワーステアリング、
発電電圧可変制御、

アイドリングストップ装置

可変バルブタイミング、
電動パワーステアリング

●諸装置
駆動方式 前輪駆動
ステアリングギヤ形式 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
主ブレーキ　前／後 ベンチレーテッドディスク式 / リーディングトレーリング式 ベンチレーテッドディスク式 / ディスク式
タイヤ　前・後 195/55R16 87V 205/45R17 84W

■変速比・最終減速比
トランスミッション － エクストロニックCVT（無段変速機） 5速マニュアル
エンジン HR12DE-EM57 HR12DDR HR16DE

変速比 前進 －
4.006

～

0.550

第1速 3.727
第2速 2.047
第3速 1.392
第4速 1.096
第5速 0.891

   〃 後退 － 3.770 3.545
最終減速比 7.388 3.517 4.214

●（3P）は3コートパール、（M）はメタリック、（CP）はカラークリアパールの略です。●ボディカラーは、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。

〈安全装備の注意事項〉 ＊1 ノートカタログP37の「＊1、＊2」をご覧ください。＊2 ノートカタログP37の「＊1、＊3」をご覧ください。＊3 ノートカタログ
P37の「＊1」、P36の「＊2、＊3、＊4」をご覧ください。＊4 ノートカタログP37の「＊1」をご覧ください。
◆はセットでメーカーオプションとなります。 ●「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。（注1）車体色ガーネットレッド（CP）〈＃NBF〉（特別塗装色）の場合、ミラーカバーはブラックとなり、その上に赤色のストライプが
貼付けされます。（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時のみ選択できます。（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。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）「ノート e-POWER NISMO」には、クラッチペダルは装備されません。（注5）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6）｢ノート NISMO｣はNISMO専用チューニングRECARO製スポーツシート〈前席〉を
装着した場合は､持込み登録でオーテック扱いとなります。（注7）NISMO専用チューニングRECARO製スポーツシート〈前席〉をお選びいただくと運転
席シートリフターは装備されません。（注8）NISMO専用チューニングRECARO製スポーツシート〈前席〉付車は除く。（注9）ルーフトリム、サンバイザー、
フロント・センターピラー、ラゲッジサイドアッパー。（注10）車体色スーパーブラック〈＃KH3〉の場合、ドアサッシュは車体色になります。（注11）タイヤ応急修
理キットはラゲッジフロア下に収納されます。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換
が必要となります。（注12）e-POWER車はバッテリー残量等の状況により、停車中でもエンジンが作動する場合があります。NISMOは、停車前アイドリング
ストップ機能付となります。●アルカンターラ®はアルカンターラ社のスエード調人工皮革です。●アルカンターラ®はアルカンターラ社の登録商標です。

■ノート NISMO主要装備一覧注記

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）、整備状況
（タイヤの空気圧等）に応じて燃料消費率は異なります。●本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は、「JC08モード」です。
●「ノート e-POWER NISMO」「ノート NISMO S」「ノート NISMO（NISMO専用チューニングRECARO製スポーツシート〈前席〉付車）」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）とは異なる場合があります。

■エンジン&モーター主要諸元
エンジン型式 HR12DE HR12DDR HR16DE［NISMO S専用チューン］
種類・シリンダー数 DOHC水冷直列3気筒 DOHC水冷直列4気筒
シリンダー 内径×行程 mm 78.0×83.6
総排気量 L 1.198 1.597
圧縮比 12.0 11.2
最高出力 kW（PS）/rpm 58（79）/5400 72（98）/5600 103（140）/6400
最大トルク N・m（kgf・m）/rpm 103（10.5）/3600-5200 142（14.5）/4400 163（16.6）/4800
燃料供給装置 ニッサンEGI（ECCS）

電子制御燃料噴射装置 ニッサンDi ニッサンEGI（ECCS）
電子制御燃料噴射装置

使用燃料 無鉛レギュラーガソリン 無鉛プレミアムガソリン＊
タンク容量 L 41

モーター

型式 EM57 － －
種類 交流同期電動機 － －
定格出力 kW（PS） 70（95） － －
最高出力 kW（PS）/rpm 80（109）/3008-10000 － －
最大トルク N・m（kgf・m）/rpm 254（25.9）/0-3008 － －
動力用主電池　種類 リチウムイオン電池 － －

＊本車両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、レギュラーガソリンでも使用できますが、
エンジン出力低下等の現象が発生します。
〈国際単位系（SI=エスアイ）によるエンジン出力・トルクの表記について〉計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は
「kW（キロワット）」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m（ニュートンメートル）」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次の通
りです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。 1PS=0.7355kW　1kgf・m=9.80665N・m

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れが
あります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

＊1 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：－75%。
＊2 エコカー減税 自動車取得税：2017年3月末までの登録車、自動車重量税：2017年4月末までの登録車。
　   グリーン税制 自動車税：2017年3月末までの登録車（登録の翌年度から1年間適用）。
※NISMO専用チューニングRECARO製スポーツシート〈前席〉付車は除く。

■免税・減税措置の適用
ノート NISMOのHR12DDRエンジン搭載車＊1は、減税措置＊2が適用されます。

車種 2WD

全車標準装備
HR12DE-EM57 HR12DDR HR16DE

［NISMO S専用チューン］
e-POWER NISMO NISMO NISMO S

グレード別装備 ベース車 e-POWER X X DIG-S X
■視界
スーパーUVカットグリーンガラス〈フロント〉 ●熱線リヤウインドウ（タイマー式）

●プライバシーガラス
  （UVカット断熱機能付）〈リヤドア、リヤサイド、バックドア〉
●フロント車速感知無段間欠式ワイパー
  （フラットブレードタイプ）（ミスト機能付）
●リヤ間欠式ワイパー
●防眩式ルームミラー
●バッテリーセーバー（ヘッドランプ、ルームランプ）

スーパーUVカット断熱グリーンガラス〈フロントドア〉
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、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）
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）
NISMO専用LEDハイパーデイライト（車幅灯連動）
リヤフォグランプ
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 （注1） NISMO専用レッド NISMO専用レッド NISMO専用レッド
バックビューモニター （注2）
■運転席まわり
NISMO専用車速感応式電動パワーステアリング e-POWER NISMO専用 NISMO S専用 ●チルトステアリング

●CVTポジションインジケーター（NISMOのみ）
●燃料残量警告灯
●ヘッドランプ消し忘れ&キー抜き忘れ警報
●パーキングブレーキ戻し忘れ警報
●半ドア警告灯（フロント、リヤ、バックドア）
●フューエルフィラーリッドオープナー
●電源ソケット（DC12V） 
●運転席・助手席バニティミラー
●マップランプ ●フットレスト
●集中ドアロック（バックドア連動）
●パワーウインドウ
  （運転席：ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付）
●運転席パワーウインドウスイッチ照明
●キー連動室内照明システム ●ルームランプ
●サンバイザー（運転席：カードホルダー付）
●インストアッパーボックス ●グローブボックス
●フロントカップホルダー（2個）
●フロント&リヤドアポケット（ボトルホルダー付）
●パーキングブレーキサイドポケット
●センターコンソール

NISMO専用本革・アルカンターラ®巻3本スポークステアリング
（レッドセンターマーク、レッドステッチ、ガンメタクローム加飾付）
NISMO専用シフトノブ&シフトベース e-POWER NISMO専用
NISMO専用シフトノブ&シフトベース（レッドフィニッシャー付）&シフトブーツ（レッドステッチ付）
NISMO専用レッドフィニッシャー〈エアコン吹き出し口、プッシュエンジンスターター〉
NISMO専用ダークシルバーフィニッシャー
〈センタークラスターサイド、パワーウインドウスイッチベース、オートエアコンセンター〉
ピアノ調センタークラスターフィニッシャー
NISMO専用エンブレム〈センタークラスター〉
プッシュエンジンスターター プッシュパワースターター
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、キー2個） （注3）
NISMO専用コンビメーター（nismoロゴ入り、260km/hスケール）
e-POWER専用ファインビジョンメーター（パワーメーター、エネルギーフローメーター、トリップ燃費表示機能、燃費表示機能、
バッテリー残量計、オド・ツイントリップメーター、デジタル時計、航続可能距離、サービスインターバル、nismoロゴ入り）
ファインビジョンメーター（燃費表示機能付、オド・ツイントリップメーター、デジタル時計、
航続可能距離、サービスインターバル）
日産エコメーター（エコドライブインジケーター、エコペダルガイド、エコドライブレポート）
e-POWERモードスイッチ・インジケーター
ECOモードスイッチ・インジケーター
タコメーター
NISMO専用アルミ製アクセル・ブレーキ・クラッチペダル、フットレスト（nismoロゴ入り） （注4） e-POWER NISMO専用 NISMO S専用
■空調

クリーンフィルタープレミアム ●クリーンフィルター ●オートエアコン（プッシュ式、デジタル表示）
●外気温度計（メーター内ディスプレイ）

■オーディオ/ナビゲーションシステム
リヤ2スピーカー ●オーディオレス（注5）

●フロント2スピーカー日産オリジナルナビゲーション（日産オリジナルナビ取付パッケージ用）
日産オリジナルナビ取付パッケージ（ステアリングスイッチ、リヤ2スピーカー、
GPSアンテナ、TVアンテナ、TVアンテナ用ハーネス）
日産オリジナルオーディオ
ETCユニット
シャークフィンアンテナ
■シート/内装
NISMO専用シート地（トリコット）&ドアトリムクロス ●運転席シートリフター（ラチェット式）（注7）

●前席上下調整式ヘッドレスト（注8）
●リヤ6：4分割可倒式シート ●後席ヘッドレスト（3個）
●メッキインナードアハンドル ●内装トリム黒色化（注9）
●アシストグリップ〈助手席・後席〉 ●ラゲッジサイドフック（2個）

NISMO専用スエード調スポーツシート（nismoロゴ入り、レッドステッチ付）&ドアトリムクロス
NISMO専用チューニングRECARO製スポーツシート〈前席〉 （注6）
マルチラゲッジボード
フロアマット（NISMOバージョン）
■外装/タイヤ・ホイール
NISMO専用エンブレム〈フロント・リヤ〉 NISMO S専用 ●カラードアウトサイドドアハンドル

●ドアサッシュブラックアウト（注10）
●タイヤ応急修理キット（スペアタイヤレス）（注11）

NISMO専用フロントグリル
NISMO専用フロントバンパー NISMO S専用（エアダクト付）
NISMO専用サイドシルプロテクター
NISMO専用リヤバンパー（リヤフォグランプ付）
NISMO専用ルーフスポイラー
YOKOHAMA DNA S.drive（195/55R16 87V）タイヤ&
16インチアルミホイール（16×6.5J）、インセット46、P.C.D：100（4穴）
ブリヂストンPOTENZA RE080（195/55R16 87V）タイヤ&
16インチアルミホイール（16×6.5J）、インセット46、P.C.D：100（4穴）
NISMO専用ブリヂストンPOTENZA S007（205/45R17 84W）タイヤ&
17インチアルミホイール（17×7.0J）、インセット47、P.C.D：100（4穴）
ジャッキ
■安全/メカニズム/セキュリティ
アイドリングストップ（停車前アイドリングストップ機能付） （注12） ●ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー

●ABS（アンチロックブレーキシステム）
●EBD（電子制御制動力配分システム）
●前席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト
●全席ELR付3点式シートベルト
●前席上下調整式シートベルトアンカー
●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音
  （シートベルトリマインダー）
●ブレーキアシスト
●サイドドアビーム
●チャイルドセーフティドアロック
●歩行者傷害軽減ボディ
●ブレーキペダル後退抑制機構&前席足元衝撃吸収パッド
●LEDハイマウントストップランプ
●SRSエアバックシステム〈前席〉
●VDC（ビークルダイナミクスコントロール［TCS機能含む］）
●エンジンイモビライザー（国土交通省認可品）

ヒルスタートアシスト
NISMO専用サスペンション e-POWER NISMO専用 NISMO S専用
スタビライザー〈フロント、リヤ〉 フロント強化 フロント強化
NISMO専用チューニングコンピューター e-POWER NISMO専用 NISMO S専用
NISMO専用エアインテークシステム
NISMO専用エキゾーストテールエンド（テール径：Φ85）
NISMO S専用エキゾーストシステム（テール径：Φ100）
NISMO専用ブレーキシステム（リヤディスクブレーキ）
NISMO専用ボディ補強（フロントトンネルステー、リヤトンネルステー）
NISMO専用ボディ補強（フロントトンネルステー、リヤトンネルステー、フロントサスペンション
メンバーステー、リヤクロスバー、リヤアンダーフロアVバー、リヤサスペンションメンバーステー）
NISMO専用ボディ補強（フロントクロスバー、フロントサスペンションメンバーステー
（トンネルステー）、トンネルステー、リヤサスペンションメンバーステー、リヤクロスバー）
インテリジェントエマージェンシーブレーキ＊1
LDW（車線逸脱警報）＊2
インテリジェントアラウンドビューモニター（移動物 検知機能付）＊3、スマート・ルームミラー（インテリジェントアラ
ウンドビューモニター表示機能付）、踏み間違い衝突防止アシスト＊4、フロント&バックソナー、ヒーター付ドアミラー
■寒冷地仕様
リヤヒーターダクト、ヒーター付ドアミラー、PTC素子ヒーター ◆ ◆
高濃度不凍液 ◆ ◆

■エアコン冷媒
日産は2023年までに、エアコンで使用するフロン冷媒の目標GWP＊値150（国内向け年間出荷台数の加重平均値）の達成を目指しています。
ノート「e-POWER NISMO/NISMO/NISMO S」のエアコンでは、HFC-134a（GWP値1430）を500g（e-POWER車）/400g
（ガソリンエンジン車）使用しています。この冷媒は、大気放出禁止、廃棄時回収が必要です。 ＊Global Warming Potential：地球温暖化係数。
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ノート e-POWER NISMO 誕生。

アクセルを踏み込んだ瞬間、感じる力強さ。颯爽と流れる景色。

今、モータースポーツで培ったNISMOのDNAと日産の新技術“e-POWER”が融合する。

優れた静粛性や燃費性能に加え、胸のすくような未体験の加速性能を手にし、

NISMOの世界に、今までにない感動を呼び起こす。

熱いDNAと融合したe-POWERの加速。
NOTE e-POWER NISMO

Photo ： ノート e-POWER NISMO。ボディカラーはブリリアントホワイトパール（3P）〈＃QAB〉（特別塗装色）。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、LEDポジションランプ付）はメーカーオプション。
インテリジェントアラウンドビューモニター（移動物 検知機能付）＋スマート・ルームミラー（インテリジェントアラウンドビューモニター表示機能付）＋踏み間違い衝突防止アシスト＋フロント&バックソナー＋ヒーター付ドアミラーはセットでメーカーオプション。

※「ノート e-POWER NISMO」は持込み登録でオーテック扱いとなります。
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3  DRIVE MODENISMOとe-POWERによる、新領域の走りへ。
ノート e-POWER NISMOに専用設計された「NORMAL」「S」、
ベース車にも搭載した「ECO」の3つの走行モードが設定可能。燃費性能の追求から、
より力強く爽快な走りまで選択でき、スポーツドライブの新たな歓びを楽しめる。

ノート e-POWER NISMO　主な専用装備

ノート e-POWER NISMO / ノート NISMO / 
ノート NISMO S　主な共通装備

NOTE e-POWER NISMO

NISMO専用にチューニングし、高揚感のある加速を実現する

e-POWER Driveを搭載。さらに、スポーツドライビングへの機能と快適性を

追い求めた専用スエード調スポーツシートをはじめ、

専用ボディ補強や専用サスペンションなどを採用。NISMOにふさわしい質の高い

スポーティな走りを叶えるこのクルマが、未体験の領域へと誘う。

Photo ： ノート e-POWER NISMO。ボディカラーはブリリアントホワイトパール（3P）〈＃QAB〉（特別塗装色）。内装色はブラック〈G〉。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、LEDポジションランプ付）はメーカーオプション。
インテリジェントアラウンドビューモニター（移動物 検知機能付）＋スマート・ルームミラー（インテリジェントアラウンドビューモニター表示機能付）＋踏み間違い衝突防止アシスト＋フロント&バックソナー＋ヒーター付ドアミラーはセットでメーカーオプション。

日産オリジナルナビゲーションはディーラーオプション。※「ノート e-POWER NISMO」は持込み登録でオーテック扱いとなります。 ※画面はハメ込み合成です。※装備・仕様の詳細は裏表紙の主要装備一覧をご覧ください。

■NISMO専用エンブレム（フロント/リヤ）　
■e-POWERエンブレム　■専用フロントバンパー　
■YOKOHAMA DNA S.driveタイヤ&16インチアルミホイール
■専用エキゾーストテールエンド（テール径：Φ85）　
■専用アルミ製アクセル・ブレーキペダル　
■専用アルミ製フットレスト（nismoロゴ入り）　
■専用チューニングコンピューター（VCM）　
■専用サスペンション　■フロント強化スタビライザー
■専用ボディ補強（フロントクロスバー/フロントサスペンションメンバーステー
　（トンネルステー）/トンネルステー/リヤサスペンションメンバーステー/リヤクロスバー）
■専用車速感応式電動パワーステアリング
■e-POWER専用ファインビジョンメーター（nismoロゴ入り）
■専用スエード調スポーツシート（nismoロゴ入り、レッドステッチ付）&ドアトリム

■専用フロントグリル　■専用リヤバンパー（リヤフォグランプ付）　
■専用ルーフスポイラー　■専用サイドシルプロテクター　
■シャークフィンアンテナ　■専用LEDハイパーデイライト（車幅灯連動）
■専用本革・アルカンターラ®巻3本スポークステアリング
　（レッドセンターマーク、レッドステッチ、ガンメタクローム加飾付）
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NOTE NISMO

新型ノート NISMO 登場。

NISMOのポテンシャルを彷彿とさせる圧倒的な存在感。

駆け抜けるように流れるエアロフォルム。誇らしげに輝くNISMOのエンブレム。

NISMOらしいアスリートのようなスタイルが街行く人の視線を釘付けにする。

その群を抜く精悍なスタイルが、輝きを放つ日常へとあなたを連れていく。

ときめく日常へと導くNISMOスタイル。

Photo ： ノート NISMO。ボディカラーはガーネットレッド（CP）〈＃NBF〉（特別塗装色）。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、LEDポジションランプ付）はメーカーオプション。
インテリジェントアラウンドビューモニター（移動物 検知機能付）＋スマート・ルームミラー（インテリジェントアラウンドビューモニター表示機能付）＋踏み間違い衝突防止アシスト＋フロント&バックソナー＋ヒーター付ドアミラーはセットでメーカーオプション。
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NOTE NISMO

NISMOのこだわりを描く、美しさを昇華させたデザイン。
精悍なブラックに鮮やかなレッドのアクセントが映えるインテリア、そして専用クロス張りのシートを採用。

エアロフォルムは優れた空力性能を予感させるスタイリッシュなデザインに。

また、NISMO専用にチューニングされたHR12DDRエンジンと

エクストロニックCVTが、俊敏で伸びやかな加速レスポンスを実現。

この磨き抜かれたノート NISMOを目にした瞬間、あなたの心はトキメキに満ちていく。

Photo ： ノート NISMO。ボディカラーはガーネットレッド（CP）〈＃NBF〉（特別塗装色）。内装色はブラック〈G〉。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、LEDポジションランプ付）はメーカーオプション。
インテリジェントアラウンドビューモニター（移動物 検知機能付）＋スマート・ルームミラー（インテリジェントアラウンドビューモニター表示機能付）＋踏み間違い衝突防止アシスト＋フロント&バックソナー＋ヒーター付ドアミラーはセットでメーカーオプション。

日産オリジナルナビゲーションはディーラーオプション。※画面はハメ込み合成です。※装備・仕様の詳細は裏表紙の主要装備一覧をご覧ください。

ノート e-POWER NISMO / ノート NISMO / ノート NISMO S　主な共通装備
■専用フロントグリル　■専用リヤバンパー（リヤフォグランプ付）　■専用ルーフスポイラー

■専用サイドシルプロテクター　■シャークフィンアンテナ　■専用LEDハイパーデイライト（車幅灯連動）
■専用本革・アルカンターラ®巻3本スポークステアリング（レッドセンターマーク、レッドステッチ、ガンメタクローム加飾付）

ノート NISMO　主な専用装備
■NISMO専用エンブレム（フロント/リヤ）　■専用フロントバンパー
■ブリヂストンPOTENZA RE080タイヤ&16インチアルミホイール

■専用エキゾーストテールエンド（テール径：Φ85）　■専用サスペンション
■専用チューニングコンピューター（ECM）　■専用ボディ補強（フロントトンネルステー/リヤトンネルステー）

■専用車速感応式電動パワーステアリング　■専用シート地（トリコット）&ドアトリムクロス
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NOTE NISMO S

新型ノート NISMO S 登場。

The Profile of NISMO

NISMO、それはモータースポーツシーンに栄光を刻んできた日産ワークスチームの名前。

1984年の設立以来、モータースポーツを「クルマを楽しむ文化」として育てる
こと、そしてレーシングテクノロジーを量産車へとフィードバックすることを
大きな目的としてきたNISMO（ニッサン・モータースポーツ・インターナショ
ナル）。常に日産のワークスチームとして、日産の情熱、高度なテクノロジーと
パフォーマンスの代名詞であり続け、世界中のレーシング・フィールドで栄光と
伝説を生み出してきた。またNISMOは、ワークス活動で培ったテクノロジーを
元にさまざまなレーシングカーやチューニングパーツを開発。世界中のプライ
ベーターやモータースポーツファンに一線級のポテンシャルを提供することで、
モータースポーツの裾野を拡げてきた。

Photo ： ノート NISMO S。ボディカラーはスーパーブラック〈＃KH3〉。※「ノート NISMO S」は持込み登録でオーテック扱いとなります。

ノート NISMO Sは、究極のパフォーマンスを知っている。全身にわたって研ぎ澄まされた、

直系ワークスチューンならではのテクノロジー。NISMOらしいオーラを纏ったエクステリア。

そして、よりハイレベルなドライビングを心強くサポートするインテリア空間。

その姿を見つめるとき、そしてステアリングに手をかけたとき、あなたはNISMOのすべてを体感する。

NISMOにしか到達できない熱い走り。
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NOTE NISMO S

NISMOのDNAを全身に宿したハイスペックモデル。
力強い加速を高回転まで持続する1.6Lエンジンをはじめ、優れたアジリティを実現するサスペンションや

タイヤ&アルミホイールを採用。さらに、強靭で美しいフォルムのエアロダイナミクスボディなど、

すべてにNISMO専用のスペックを揃えた。また、シートには専用スエード調スポーツシートを標準装備とし、

メーカーオプションでRECARO社共同開発のスポーツシートを用意。

ノート NISMO S。それは、パフォーマンスにもデザインにも、NISMOの熱い意志を受け継いでいる。

ノート e-POWER NISMO / ノート NISMO /
ノート NISMO S 主な共通装備
■専用フロントグリル　■専用リヤバンパー（リヤフォグランプ付）
■専用ルーフスポイラー　■専用サイドシルプロテクター
■シャークフィンアンテナ
■専用LEDハイパーデイライト（車幅灯連動）
■専用本革・アルカンターラ®巻3本スポークステアリング
　（レッドセンターマーク、レッドステッチ、ガンメタクローム加飾付）

ノート NISMO S　主な専用装備

Photo ： ノート NISMO S。ボディカラーはスーパーブラック〈＃KH3〉。内装色はブラック〈G〉。専用チューニングRECARO製スポーツシート〈前席〉はメーカーオプション。日産オリジナルナビゲーションはディーラーオプション。
※「ノート NISMO S」は持込み登録でオーテック扱いとなります。 ※画面はハメ込み合成です。※装備・仕様の詳細は裏表紙の主要装備一覧をご覧ください。

■NISMO S専用エンブレム（フロント/リヤ）　■NISMO S専用フロントバンパー(エアダクト付)
■専用ブリヂストンPOTENZA S007タイヤ&17インチアルミホイール
■専用エキゾーストシステム（テール径：Φ100）　■専用コンビメーター（nismoロゴ入り、260km/hスケール）
■専用アルミ製アクセル・ブレーキ・クラッチペダル　■専用アルミ製フットレスト（nismoロゴ入り）
■NISMO S専用チューニングコンピューター（ECM）　■専用サスペンション　■フロント強化スタビライザー　
■専用ブレーキシステム（リヤディスクブレーキ）　■専用ボディ補強（フロントトンネルステー/リヤトンネルステー/
　フロントサスペンションメンバーステー/リヤクロスバー/リヤアンダーフロアVバー/リヤサスペンションメンバーステー）　
■専用車速感応式電動パワーステアリング
■専用スエード調スポーツシート
　（nismoロゴ入り、レッドステッチ付）&ドアトリム



Photo ： ガソリン車用

※装備・仕様の詳細は裏表紙の主要装備一覧をご覧ください。 14 ・ 15

Aerodynamics

Suspension

走りのバックボーンに、NISMOのモータースポーツ活動がある。

Body

Powertrain

NISMO LINEUP

NISMOは、30年余りの歴史を通してモータースポーツを「クルマを楽しむ文化」として育て、
レーシングテクノロジーを量産車へフィードバックすることを大きな目的としてきた。

そうしたNISMOのDNAとモータースポーツへの熱い思いからNISMOコンプリートカーシリーズが生まれた。
ワークスチューンならではの走り、NISMOらしさにあふれたデザイン、情熱とスピリットを、

数々の栄光が刻まれたNISMOのエンブレムに込めてお届けしたい。

カーボンドアミラーカバー ドアハンドルプロテクター カーボンピラーガーニッシュ　センター/リヤ フロアマット

NOTE NISMO Dealer Option

JUKE NISMO

FAIRLADY Z NISMO

GT-R NISMO

NOTE NISMO

MARCH NISMO

SUPER GTをはじめ、数々のモータースポーツで培ったテクノロジー。エアロダイナミクス、ボディ剛性、足回り、そしてパワートレインに至るまで、

ノート e-POWER NISMO / NISMO / NISMO Sそれぞれの走りの特性に合わせて、その技術を惜しみなく注入している。

ノートのフォルムに合わせて専用開発。レースフィールドからの
フィードバックにより、ダウンフォースを高めたエアロダイナミクス。

ワークスチューン特有の精細な重量バランスにまで配慮。
各グレードに合わせて、ボディ剛性を最適化。

NISMO Sは、1.6Lエンジンをはじめ、ブレーキ、タイヤ、サスペンションの高度なポテンシャルを
最大限に引き出すために、ボディの要所に補強を実施。❶フロントサスペンションメンバーステー 
❷フロントトンネルステー ❸リヤトンネルステー ❹リヤアンダーフロアVバー ❺リヤサスペンション
メンバーステー  ❻リヤクロスバーにより精緻でクイックなステアリングレスポンスと、質感の高い
乗り心地を両立している。NISMOは、❷と❸を実施。ねじり剛性を高め、ステアリング剛性の向上を
図った。また、e-POWER NISMOには、専用の❼フロントクロスバー ❽フロントサスペンションメンバー
ステー(トンネルステー) ❾トンネルステーを設計。1クラス上の乗り心地と操縦安定性を実現した。

サスペンションから、タイヤ、ステアリング、ブレーキに至るまで
足回りをトータルにチューニング。

NISMO Sは、ブリヂストンPOTENZA S007タイヤを日本初採用＊。そのポテンシャルを最大限に
引き出すためにサスペンションも効果的なチューニングを行い、クイックなステアリングレスポンスを
実現している。さらにリヤディスクブレーキの採用やブースター倍率の最適化など、スポーツ走行に
最適な制動力とコントロール性を向上。パワーステアリングも操舵力を最適化している。同様に、
e-POWER NISMOにはYOKOHAMA DNA S.driveタイヤ、NISMOにはブリヂストンPOTENZA 
RE080タイヤに合わせて、各部に専用のチューニングが行われている（ブレーキを除く）。
＊量産車で日本初（2014年10月現在 日産調べ）。

各グレードそれぞれの個性を際立たせるエンジン&
トランスミッションのチューニング。

❽❼
❾

❶
❷ ❸❷ ❸

❹

❺

❺

❻

各グレードすべてに共通のコンセプトでエアロダイナミクスを開発。空力デザインには、SUPER 
GT仕様のNISSAN GT-Rが実戦で培ったノウハウを投入した。リヤスポイラーやリヤバンパーの
形状を最適化することで、空気抵抗を増やすことなく、より大きなダウンフォースを発生させている。
これにより、低速走行から高速走行まで、車両の姿勢変化を抑えて安定感あふれる走りを可能とした。
また、タイヤの接地性を高めることで、ワインディングロードでの高いグリップ性能やしっかりとした
手応えのハンドリングをもたらしている。

Photo:ノート NISMO S Photo:ノート e-POWER NISMO

●ノート NISMO S　●ノート NISMO　●ノート e-POWER NISMO　

NISMO Sは、1.6Lエンジンと5速マニュアルを搭載。専用シリンダーヘッドと専用ピストンにより
圧縮比を高めている。さらにカムシャフトのハイリフト化、専用吸排気システムなどにより、低回転域
から高回転域まで高トルクを発生させる出力特性と、迫力に満ちた吸排気サウンドを堪能できる。
NISMOは、HR12DDRエンジンとエクストロニックCVTの協調制御を専用チューニング。俊敏な
レスポンスと高揚感のある加速を楽しめる。またe-POWER NISMOには、e-POWER Drive
を採用。VCMの制御をシャシー性能に合わせて専用にチューニングすることで、EV特性を活かした
どこからでも瞬発力の高い加速を実現する。
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