セレナ主要装備一覧

セレナ

「AUTECH」特別装備
標準装備

セレナ

AUTECH

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）

2WD / 4WD（オートコントロール4WD）

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）
ディーラーオプション

オーテック扱いディーラーオプション

ハイウェイスター Vセレクション特別装備

Safety
Package

V Package

車種

AUTECH
SPORTS
SPEC

セレナ
ハイウェイスター

セレナ
ハイウェイスター
Vセレクション

参考グレード

参考グレード

2WD

2WD / 4WD（オートコントロール4WD）

MR20DD-SM24

MR20DD-SM24

エクストロニックCVT（無段変速機）

エクストロニックCVT（無段変速機）

セレナ X

−

ベース車

グ レ ード 別 装 備
■ 視界
ハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベライザー付）
ハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベライザー、ハイウェイスター専用インナーパネル付）

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）
ハロゲンフォグランプ〈フロントバンパー組込み〉

LEDフォグランプ〈フロントバンパー組込み〉
専用LEDリヤコンビネーションランプ（クリアライナータイプ）

LEDリヤコンビネーションランプ
LEDハイマウントストップランプ
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（メタル調フィニッシュ）
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
インテリジェント 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）
スーパーUVカット断熱グリーンガラス〈フロントドア〉

UVカット断熱グリーンガラス〈フロントドア〉
＊1、2（注1）
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）

◆6、7
◆3

インテリジェント ルームミラー

4WD ◆5

◆7

バックビューモニター（注2）
全車標準装備

●スーパーUVカットグリーンガラス〈フロント〉●UVカット断熱グリーンガラス〈フロントクォーター〉●プライバシーガラス
（UVカット断熱機能付）
〈スライドドア、
リヤクォーター、バックドア〉
（タイマー付）●防眩式ルームミラー
●フロント車速感知無段間けつ式ワイパー（ミスト機能付）●リヤ間けつ式ワイパー（リバース連動付）●熱線リヤウインドウ

■ 運 転 席まわり

ECOモードスイッチ・インジケーター
専用本革巻3本スポークステアリング
（ブルーステッチ）
本革巻3本スポークステアリング
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、
クルーズコントロール）
◆10

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、
クルーズコントロール、
オーディオ）
◆3

4WD ◆5

◆7

電動パーキングブレーキ

◆3

4WD ◆5

◆7

オートブレーキホールド

◆3

4WD ◆5

◆7

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、
プロパイロット、
オーディオ）
プッシュエンジンスターター（スイッチ照明付）
（注3）
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）
ピアノ調センタークラスターフィニッシャー
ピアノ調パワーウインドウスイッチフィニッシャー
アドバンスドドライブアシストディスプレイ
（7インチカラーディスプレイ）
（ドライビングコンピューター付、時計、外気温表示）
専用センタークラスターエンブレム

全車標準装備

●車速感応式電動パワーステアリング ●チルト・テレスコピックステアリング ●燃料残量警告灯 ●半ドア警告灯 ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●キー忘れ警報 ●パーキングブレーキ戻し忘れ警報
（運転席はワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付）●フューエルフィラーリッドオープナー
●シルバーリング付エアコン吹き出し口 ●パワーウインドウ〈フロントドア、スライドドア〉
（注4）●マップランプ（ドア連動）●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付）●集中ドアロック ●デジタル速度計
●足踏み式パーキングブレーキ（フットリリース式）

■ 空調
オートエアコン＋リヤクーラー（注5）

2WD

2WD

2WD

2WD

4WD
2WD
◆1、2

オートデュアルエアコン（注6）

4WD

2WD
◆1、2

プラズマ
クラスター
搭載
◆4

4WD
4WD

2WD

プラズマ
クラスター
搭載
◆4、5

2WD

4WD

◆1、2

2WD

4WD

◆1、2

クリーンフィルター（脱臭機能付）
花粉フィルター
■ 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7）
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（オーディオ）、6スピーカー、TVアンテナ、
GPSアンテナ、リヤビューモニター用プリハーネス）

◆10

日産オリジナルナビゲーション
（USBソケット付〈助手席アッパーボックス内〉）
後席専用モニター（注8）

ETC2.0/ETCユニット（注8）
ドライブレコーダー
全車標準装備

●ガラスアンテナ

■ 内装
ロールサンシェード〈セカンド〉
パーソナルテーブル

〈セカンド左右〉
（カップホルダー各2個、折りたたみ格納式）
〈セカンド左右〉
（カップホルダー各2個、折りたたみ格納式）、
〈サード左右〉
（カップホルダー各1個、折りたたみ格納式）

10個〈フロント2個、セカンド4個、サード4個〉

カップホルダー

12個〈フロント2個、セカンド4個、サード6個〉
USB電源ソケット〈セカンド・サード各2個〉
乗降用グリップ〈運転席〉
〈助手席〉
（注9）
専用フロアカーペット
（吸遮音・消臭機能付、AUTECHエンブレム付き）
専用ラゲッジカーペット
（消臭機能付、AUTECH刺繍付き）
専用エントランスプレート
（イルミネーション付、AUTECHロゴ入り）
（注10）

全車標準装備

●運転席/助手席アッパーボックス ●助手席トレイ ●照明付インストセンタートレイ ●運転席ロアボックス ●アシストグリップ〈助手席、
セカンド、サード〉●乗降用グリップ〈セカンド〉
（DC12V）●大容量グローブボックス
（ダンパー付）●ラゲッジフック〈フロア部4個、
ピラー部2個〉●大容量ラゲッジアンダーボックス
●USB電源ソケット〈前席1個〉●電源ソケット
（ボトルホルダー付）●リヤドアボトルホルダー ●コンビニフック〈インストロアカップホルダー部〉
●ルームランプ（マップランプ兼用）●フロントドアポケット

■ シ ート

AUTECH専用

クリスタルスエードシート「AUTECH」刺繍（ブルーステッチ）

インテリア

スエード調ドアトリム
スエード調インストパッド
（ブルーステッチ）

AUTECH専用

本革シート「AUTECH」刺繍（ブルーステッチ）
（注11）

本革インテリア

レザー調ドアトリム

4WD ◆4、5

◆4

レザー調インストパッド
（ブルーステッチ）
◆9

プレミアムインテリア
（インパネレザー貼り、
ドアトリムクロス〈前席、
セカンド〉）
ジャカード織物/トリコット

シート地

グラデーション織物/合成皮革
セカンドシート

右

◆9

ロングスライド
超ロングスライド＋横スライド

スマートマルチセンターシート
中央
（ティッシュボックス、
アームレスト、可倒式、ヘッドレスト付）
左

ロングスライド＋横スライド
超ロングスライド＋横スライド

スマートアップサードシート
（低位置格納式）

サードシート

スライド

4個〈運転席、助手席各2個〉

シートバックフック

8個〈運転席、助手席各2個、セカンド（左右）各2個〉
2WD ◆2

前席クイックコンフォートヒーター付シート
アームレスト

4WD

運転席・助手席

2WD ◆2

4WD

運転席・助手席

4WD ◆4、5
運転席・助手席

◆4

2WD ◆2

運転席・助手席

4WD

2WD ◆2

運転席・助手席

4WD

運転席・助手席

シートバックポケット〈運転席・助手席〉
（スマートフォン・タブレット収納付）
全車標準装備

セカンド2個〉●マルチセンターヘッドレスト1個、サードシートヘッドレスト3個 ●シートバックポケット〈助手席〉
●運転席シートリフター ●上下調整式ヘッドレスト〈運転席、助手席、

■ 外 装 ／ タ イ ヤ・ホ イ ー ル

AUTECH専用

フロントグリル

エクステリア

フロントエアロバンパー
フロントプロテクター（メタル調フィニッシュ）
サイドシルプロテクター
リヤバンパー
リヤプロテクター（メタル調フィニッシュ）

AUTECH専用エンブレム〈フロント・リヤ〉
専用テールフィニッシャー&専用マフラー
ハイウェイスター専用
外装

フロントグリル
フロントエアロバンパー
リヤエアロバンパー
サイドシルプロテクター
エンブレム
スライドドアオートクロージャー〈両側〉

スライドドア

2WD ◆8 4WD ◆11

ハンズフリーオートスライドドア〈助手席側〉
（挟み込み防止機構付）
ハンズフリーオートスライドドア〈両側〉
（挟み込み防止機構付）
サードシート用助手席側オートスライドドアスイッチ

2WD ◆8 4WD ◆11

全ドア連動ロック機能

2WD ◆8 4WD ◆11

ドアストップ機能

2WD ◆8 4WD ◆11

ロングステップ&ステップイルミネーション＊7

2WD

4WD（注12）

2WD

デュアルバックドア

195/60R16 89Hタイヤ&16インチアルミホイール（16ｘ6.0J）、インセット45、P.C.D：114.3（5穴）

2WD ◆8

2WD

195/65R15 91Sタイヤ&15インチアルミホイール（15ｘ5.5J）、インセット45、P.C.D：114.3（5穴）

2WD ◆1、2 4WD ◆11

4WD

195/65R15 91Hタイヤ&15インチアルミホイール（15ｘ5.5J）、インセット45、P.C.D：114.3（5穴）
195/60R16 89Hタイヤ&専用16インチアルミロードホイール（16x6.0J）、インセット45、P.C.D：114.3（5穴）

2WD

195/65R15 91Sタイヤ&専用15インチアルミロードホイール（15x5.5J）、インセット45、P.C.D：114.3（5穴）

2WD
4WD

2WD
4WD

4WD

タイヤ応急修理キット
（スペアタイヤレス）
（注13）
ダイナミックパッケージ（フロントバンパーイルミネーション、
グリルイルミネーション、
フロントプロテクター）
専用プラスチックバイザー（AUTECHエンブレム付き）
専用ピラーガーニッシュ
（AUTECHロゴ入り）
（注14）
専用フットレスト
（AUTECHロゴ入り、文字ブルー）
専用バックドアモール（光輝タイプ）
専用バックドアモール（スモークタイプ）
ジャッキ
全車標準装備

●アウトサイドドアハンドル（メッキ）●バックドアフィニッシャー（メッキ）

■ 安 全 ／ メ カ ニ ズ ム ／ セ キ ュリ ティ
アイドリングストップ（スマートシンプルハイブリッド）

VDC（ビークルダイナミクスコントロール［TCS機能含む］）
ヒルスタートアシスト
＊1、4
インテリジェント エマージェンシーブレーキ＊1、3＋LDW（車線逸脱警報）

踏み間違い衝突防止アシスト＊1

◆6、7

＊1、5（注1）
インテリジェント パーキングアシスト
（駐車支援システム）

◆6、7

進入禁止標識検知＊1

◆6、7

＊1
インテリジェント DA（ふらつき警報）

◆6、7

フロント&バックソナー

◆6、7

SRSエアバッグシステム〈前席〉
SRSカーテンエアバッグシステム&サイドエアバッグシステム〈前席〉

◆6、7

プロパイロット＊6

◆3

4WD ◆5

◆7

＊1
インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）

◆3

4WD ◆5

◆7

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）
ISO FIX対応チャイルドシート固定用アンカー〈セカンド〉
ハイウェイスター専用サスペンション
エンジンイモビライザー（国土交通省認可品）

205/50ZR17 93Yタイヤ（MICHELIN PILOT SPORT 4）&専用17インチダークグラファイト
インセット51、P.C.D：114.3（5穴）
フィニッシュアルミロードホイール（17x6.5J）、
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、
センタークロスバー、
センターサブメンバー、
センターサブメンバーブラケット、
センターアンダーブレース、
リヤクロスバー、
リヤサブメンバー、
リヤサブメンバーサポート）
専用サスペンション
（スプリング、
ショックアブソーバー、
リヤ強化スタビライザー）
専用チューニングコンピューター（ECM）
専用車速感応式電動パワーステアリング
専用VDC（ビークルダイナミクスコントロール［TCS機能含む］、OFFスイッチ付）

全車標準装備

●全席ELR付3点式シートベルト ●ロードリミッター付ダブルプリテンショナーシートベルト〈運転席〉●ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト〈助手席〉●ロードリミッター付シートベルト〈セカンド左右〉
●シートベルト内蔵シート〈セカンド〉●上下調整式シートベルトアンカー〈前席〉●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音、助手席シートベルト非着用時警告灯 ●チャイルドセーフティドアロック
●スタビライザー〈フロント・リヤ〉●クルーズコントロール ●ブレーキアシスト ●キャップレス給油口 ●バッテリーセーバー（ヘッドランプ、ルームランプ）

■ 寒冷地仕様
ヒーターダクト〈サード足元〉

2WD ◆1、2

4WD

2WD ◆1、2

4WD

2WD

4WD

2WD ◆1、2

4WD

2WD ◆1、2

4WD

PTC素子ヒーター、高濃度不凍液

2WD ◆1、2

4WD

2WD ◆1、2

4WD

2WD

4WD

2WD ◆1、2

4WD

2WD ◆1、2

4WD

ヒーター付ドアミラー

2WD ◆1、2

4WD

2WD ◆1、2

4WD

2WD

4WD

2WD ◆1、2

4WD

2WD ◆1、2、6、7

4WD

■ グ レ ード 間 仕 様 差

AUTECH
AUTECH V Package

●ハンズフリーオートスライドドア〈助手席側〉
（挟み込み防止機構付）●スーパーUVカット断熱グリーンガラス〈フロントドア〉●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12個
●USB電源ソケット〈セカンド・サード各2個〉●セカンドシート 超ロングスライド＋横スライド ●サードシートスライド ●シートバックフック8個 ●シートバックポケット〈運転席・助手席〉
（スマートフォン・タブレット収納付）

AUTECHに以下の装備をプラス ●LEDヘッドランプ ●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（アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、クルーズコントロール、オーディオ）
●ハンズフリーオートスライドドア〈両側〉
（挟み込み防止機構付）

AUTECH Safety Package

AUTECH V Packageに以下の装備をプラス ●SRSカーテンエアバッグシステム&サイドエアバッグシステム〈前席〉●踏み間違い衝突防止アシスト ●インテリジェント パーキングアシスト（駐車支援システム）
●進入禁止標識検知 ●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）●インテリジェント DA（ふらつき警報）●フロント&バックソナー
●専用テールフィニッシャー&専用マフラー ●寒冷地仕様（ヒーターダクト〈サード足元〉、PTC素子ヒーター、高濃度不凍液、
ヒーター付ドアミラー）
（4WDは標準装備）

AUTECH SPORTS SPEC

AUTECH Safety Package（2WD）に以下の装備をプラス ●インテリジェント ルームミラー ●電動パーキングブレーキ ●オートブレーキホールド ●プロパイロット ●インテリジェントLI（車線逸脱防止システム）
●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、
プロパイロット、
オーディオ）●205/50ZR17 93Yタイヤ&専用17インチダークグラファイトフィニッシュアルミロードホイール ●ボディ補強
●専用サスペンション ●専用チューニングコンピューター ●専用車速感応式電動パワーステアリング ●専用VDC

■ セ ット オ プ ション ※◆1、2、11を選択された場合、
タイヤのスピードレンジが91Hのものは91Sに変更になります。
＊1、5
●SRSカーテンエアバッグシステム&サイドエアバッグシステム〈前席〉●踏み間違い衝突防止アシスト＊1 ●インテリジェント パーキングアシスト
（駐車支援システム）
＊1、2 ●インテリジェント DA
＊1 ●フロント&バックソナー
セーフティパックA ●進入禁止標識検知＊1 ●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）
（ふらつき警報）
クルーズコントロール、
オーディオ）
●ヒーター付ドアミラー ●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、
＊1、5 ●進入禁止標識検知＊1
●SRSカーテンエアバッグシステム&サイドエアバッグシステム〈前席〉●踏み間違い衝突防止アシスト＊1 ●インテリジェント パーキングアシスト
（駐車支援システム）
＊1、2 ●インテリジェント DA
＊1 ●フロント&バックソナー ●インテリジェント ルームミラー ●電動パーキングブレーキ ●オートブレーキホールド
セーフティパックB ●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）
（ふらつき警報）
＊
6
＊
1
プロパイロット、
オーディオ）
●プロパイロット ●インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム） ●ヒーター付ドアミラー ●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、

◆1

●オートデュアルエアコン ●寒冷地仕様（ヒーターダクト〈サード足元〉、PTC素子ヒーター、高濃度不凍液、
ヒーター付ドアミラー）

◆2

●オートデュアルエアコン ●前席クイックコンフォートヒーター付シート ●寒冷地仕様（ヒーターダクト〈サード足元〉、PTC素子ヒーター、高濃度不凍液、
ヒーター付ドアミラー）

◆3

●インテリジェント ルームミラー ●電動パーキングブレーキ ●オートブレーキホールド ●プロパイロット ●インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）
●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、
プロパイロット、
オーディオ）

◆4

●AUTECH専用本革インテリア ●前席クイックコンフォートヒーター付シート ●オートデュアルエアコン
（プラズマクラスター搭載）

◆5

●インテリジェント ルームミラー ●電動パーキングブレーキ ●オートブレーキホールド ●プロパイロット ●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、
プロパイロット、
オーディオ）
●AUTECH専用本革インテリア ●前席クイックコンフォートヒーター付シート ●オートデュアルエアコン
（プラズマクラスター搭載）

◆6

●セーフティパックA

◆7

●セーフティパックB

◆8

●ハンズフリーオートスライドドア〈助手席側〉 ●サードシート用助手席側オートスライドドアスイッチ ●全ドア連動ロック機能 ●ドアストップ機能 ●195/60R16 89Hタイヤ&16インチアルミホイール

◆9

●プレミアムインテリア ●シート地 グラデーション織物/合成皮革

◆10 ●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（アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、
クルーズコントロール、
オーディオ）
◆11

●ハンズフリーオートスライドドア〈助手席側〉 ●サードシート用助手席側オートスライドドアスイッチ ●全ドア連動ロック機能 ●ドアストップ機能

〈安全装備の注意事項〉＊1 安全装備はドライバーの安全運転を補助するものであり、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。システムの能力には限界があり、天候や路面状況などによっては作動
主なディーラーオプション
しないことがありますので、システムだけに頼った運転はせず、天候や路面状況に合わせた運転、周囲の車両・歩行者の確認、十分な車間距離の確保など、安全運転を心がけてください。先進技術・機能の設定条件
●5YEARS COAT
は、車種・グレードにより異なります。＊2 モニターにて確認できる範囲には限界があり、カメラ位置より高い物体は表示されません。必ず車両周辺の安全をミラーや目視で直接確認してください。車両上方から見
●ウインドウ撥水 12ヶ月
下ろしたような映像にはつなぎ目があり、物やクルマが不連続になるとともに高さのある物体は表示されないことがあります。また、物やクルマが倒れ込み、実際の位置より遠くに表示されることがあります。移動
●プラスチックバイザー
物検知機能は、自車周辺の移動物をドライバーにお知らせすることで、安全確認をサポートする機能です。すべての移動物を検知できるわけではありません。また、静止しているものは検知できません。車両の操
●ISO FIX対応チャイルド・セーフティシート
作をするときは、周囲の安全をミラーや目視で直接確認してください。＊3 インテリジェント エマージェンシーブレーキは、約 10〜80km/h の範囲で作動します。歩行者に対しては、約 60km/h 以上では作動し
ません。また約 30km/h 以下で衝突回避の能力があります。詳しくはカーライフアドバイザーまでお問い合わせください。＊4 LDW（車線逸脱警報）は約 60km/h 以上で作動します。詳しくはカーライフアドバ 詳しくはオプショナルパーツカタログをご覧ください。
イザーまでお問い合わせください。＊5 乗車人員、積載量、空気圧などの車両状態や、勾配などの路面状態により、目標駐車枠に対して実際の駐車位置にズレが生じる場合があります。自動で障害物を回避する機能はありません。車両の操作をするときは、周囲
の安全をミラーや目視で直接確認し、適切な運転操作を行ってください。＊6 プロパイロットは高速道路や自動車専用道路で使用してください。プロパイロットはドライバーの運転操作を支援するためのシステムであり、自動運転システムではありません。安全
運転をおこなう責任はドライバーにあります。わき見運転やぼんやり運転などの前方不注意および雨･霧などの視界不良による危険を回避するものではありません。先行車との車間距離、車線内の位置、周囲の状況に応じてアクセル、ブレーキ、ハンドルを操作
するなどして、常に安全運転を心がけてください。システムの能力には限界がありますので、システムだけに頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。プロパイロットの操作方法や重要な注意事項などが記載されていますので、
ご使用前に必ず取扱
説明書をお読みください。
＊7 ロングステップ&ステップイルミネーションを装着した場合、ハンズフリーオートスライドドア〈助手席側〉のハンズフリー機能は装備されません。車両は、ロングステップ&ステップイルミネーションが標準装備の「ステップタイプ」となり、持込み登録でオー
テック扱いとなります。
◆ 1〜11はそれぞれセットでメーカーオプション、オーテック扱いオプションとなります。
●「メーカーオプション」
「オーテック扱いオプション」
「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。
（ 注 2 ）日産オリジナルナビゲーションを装着した場合のみお選びいただけま
（注 1 ）インテリジェント アラウンドビューモニター、インテリジェント パーキングアシストは、アドバンスドドライブアシストディスプレイ内の 7インチカラーディスプレイに表示されます。
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
（注5）
リヤヒーターは含まれておりません。2WDでリヤヒーターをご要望の場
い。
（ 注 4 ）AUTECH SPORTS SPECならびにメーカーオプションの◆ 3 、◆ 5 、◆ 7をお選びいただいた場合は、足踏み式パーキングブレーキ（フットリリース式）は装備されません。
「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。
「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 7 ）オーディオ／ナビゲーションシステム
合は、
「オートデュアルエアコン」をお選びください。
（注6）
（一部機種除く）を装着した場合のみお選びいただけます。
（ 注 9 ）販売会社での取付けにあたっては、専用工具が必要
非装着時の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 8 ）後席専用モニター、ETC2.0は日産オリジナルナビゲーション
となります。詳しくはオーテック発行の「ライフケアビークルディーラーオプションカタログ」をご覧ください。AUTECH Safety Package 、AUTECH SPORTS SPECならびにメーカーオプションのセーフティパックA（◆ 6 ）、セーフティパックB（◆ 7 ）をお選
（ 注 11 ）
シートメインの一部に本革を、その他の部位は人工皮革を使用しています。
（ 注 12 ）ロングステップ&ステップイルミ
びいただいた場合は、装着できません。運転席、助手席それぞれ単品でお選びいただけます。
（ 注 10 ）2018 年 3月下旬発売予定となります。
ネーション装着は特別架装となります。一部メーカーオプション、ディーラーオプションをお選びの場合、装着できません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（ 注 13 ）タイヤ応急修理キットは、サードシート右側トリム内に収納されます。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14）2018年3月発売予定となります。
●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およびPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。

