
 キャラバン
「マルチベッド」

注1:カーテン生地材質：ポリエステル製。　注2：車両走行時には必ずカーテンを開け、後方視界を確保してください。後方視界が悪いまま走行すると運転の妨げになり、思わぬ事故の原因となり危険です。
注3：補助パイプを付けた状態でフロントカーテンを閉じることはできません。フロントカーテンを閉じて使用する場合、補助パイプは取外してください。　注4:標準車にも取付け可能です。　注5:プライバシー
シェード生地材質：ポリエステル、遮光率100%　注6:プライバシーシェードは車両走行時は使用できません。すべて取外してください。　注7：字光式ナンバープレートとはセットで装着できません。　注8：リヤ
用はナンバープレート封印前に装着してください。　注9：材質：アルミ製､ブラックアルマイト仕上げ。ネジサイズ（径×ピッチ）：7.7×0.794mm用。

専用設計なのでジャストフィット。NMCオーテック扱いディーラーオプションの車内
カーテンと組み合わせて使用すれば、車内に快適なプライベート空間を作り出せます。
遮光率100％の生地を採用。ポーチへ入れてスッキリ収納できます。

車内での休憩、車中泊やキャンプなどのアウトドアシーンで重宝するアイテム。

○フロントセット  M8Q9F　21,450円 （消費税込）○M8Q9J　83,600円 （取付費・消費税込）

0201 プライバシーシェード 注4.5.6

（ブラック、吸盤取付け、ポーチ付、バンプレミアムGX用）
車内カーテン 注1.2.3

（フロント・サイドウィンドウ1st・2nd・バックドア用一式、バンプレミアムGX用）

Photo：バンGRAND プレミアムGX マルチベッド（2WD）。ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床5人乗り 5ドア。
ボディカラーは、ミッドナイトブラック（P）〈＃GAT・スクラッチシールド〉（特別塗装色）。

内装色はブラック〈G〉。架装専用オプション（脱着式テーブル＜高さ調整機能付＞）装着車。

※写真は当該車両と一部仕様が異なります。

※写真は当該車両と一部仕様が異なります。※写真は当該車両と一部仕様が異なります。

マックガード社製、AUTECHロゴステッカー付のナン
バープレートロックが大切なナンバーを守ります。キー・
専用ポーチ付です。

○ZZQ8M　　

3,080円 （消費税込）

頭部にビトロ仕上げの
AUTECHロゴを埋め
込んだエアバルブキャッ
プセットです。

03

05

ナンバープレートリム 注7

（AUTECHエンブレム付）

エアバルブキャップ 注9

（AUTECHロゴステッカー付、4個セット）

04 ナンバープレートロック 注7

（AUTECHロゴステッカー付、マックガード社製）

○ロックボルト3本  ZZQ8C 

5,280円 （消費税込）

AUTECHロゴステッカー付

06 シートバックグリップ
（ヘッドレスト取付け用グリップ）

○ブラック　ZZQKH

5,500円   （消費税込）

後部座席に乗り降りする
ときや乗車中の姿勢を
安定させます。

AUTECHエンブレム付
クロームメッキ仕上げの
ナンバープレートリム。

○フロント用  M8Q92

2,750円 （消費税込）

○リヤ用    M8Q93 注8

2,750円 （消費税込）



マックガード社製、AUTECHロゴ
ステッカー付のナンバープレート
ロックが大切なナンバーを守りま
す。キー・専用ポーチ付です。

頭部にAUTECHロゴを埋め込んだセキュリティ
ホイールロック。大切なアルミホイールを盗難
から守るマックガード社製。

○フロント、リヤ共用　ZZQ98

2,750円 （消費税込）

○ZZQ8M　　

3,080円 （消費税込）

○ZZQ8N　

39,600円  （取付費・消費税込）

AUTECHエンブレム付
クロームメッキ仕上げの
ナンバープレートリム。

頭部にビトロ仕上げの
AUTECHロゴを埋め
込んだエアバルブキャッ
プセットです。

01

03

04

ナンバープレートリム 注1.2

（AUTECHエンブレム付）

エアバルブキャップ 注3

（AUTECHロゴステッカー付、4個セット）

セキュリティホイールロック 注4

（マックガード社製、AUTECHロゴステッカー付、20個セット、専用ポーチ付）

汎用オプション品

02 ナンバープレートロック 注1

（AUTECHロゴステッカー付、マックガード社製）

○ロックボルト3本
ZZQ8C 

5,280円 （消費税込）

○ロックボルト4本
ZZQ8D

5,940円 （消費税込）

AUTECHロゴステッカー付 ロックボルト4本（軽自動車用）

ロックボルト3本（登録車用）

○Rider ○Rider（ブルー）○AUTECH○AUTECH（ブルー）

○AUTECH（ブルー）　ZZQ8H

3,960円 （消費税込）

○AUTECH　ZZQ99

3,520円 （消費税込）

○Rider　ZZQ9J

3,520円 （消費税込）

05 センターキャップエンブレム 注5.6

（ハイボスカル製、4枚セット）

スタイリッシュなNMCオーテック純正ホイールに
ワンポイントのオシャレを。

○Rider（ブルー）　ZZQ88

3,850円 （消費税込）

※03.エアバルブキャップ、04.セキュリティホイールロック、05.センターキャップエンブレム装着例



爪によるドアハンドル部傷つきをカバー。
好みの色でエクステリアのアクセントに。

AUTECHロゴと黒いストッパー、そしてベースの
グレイッシュシルバー塗装が足元フロアをスタイ
リッシュに演出します。

セレナ装着例

○ブルー　ZZQ8A

12,540円  （取付費・消費税込）

06

07

ドアハンドルプロテクションカバー 注7

（ハイボスカル製、4枚セット）

フットレスト 注7

（AUTECHロゴ入り、スチール製）

バッグをモチーフとしたキュートなデザインのインテリジェントキーケースです。
チェーン付ですので、バッグなどにも簡単装着可能です。色はレッド、ピンクの2色。

10 バッグ型キーケース 注6

（AUTECHロゴ入り、本革製、インテリジェントキー用、チェーン付）

○ピンク　ZZQ85
4,620円  （消費税込）

○レッド　ZZQ87
4,620円  （消費税込）

7,260円 （取付費・消費税込）

○ブルー　ZZQ9X　○グレー　ZZQ9V
○レッド　ZZQ9W　

8,690円 （取付費・消費税込）

○ホワイト　ZZQ89　○ブラック　ZZQ8P

08 大型シートバックグリップ 注7.8

（ヘッドレスト取付け用グリップ）

○グレー　ZZQKE

15,180円   （取付費・消費税込）

後部座席に乗り降りするときや乗車中の
姿勢を安定させます。

09 シートバックグリップ
（ヘッドレスト取付け用グリップ）

○ブラック　ZZQKH

5,500円   （消費税込）

後部座席に乗り降りするときや乗車中の
姿勢を安定させます。

注1：字光式ナンバープレートとはセットで装着できません。　注2：Z12キューブライダーのリヤには装着できません。　注3：材質：アルミ製､ブラックアルマイト仕上げ。ネジサイズ（径×ピッチ）：7.7×0.794mm用。　
注4：取付け面がテーパー座のNMCオーテック製アルミロードホイールに装着できます。軽自動車及び取付け面が平座のホイールには装着できません。　注5：NMCオーテック製アルミロードホイールに適用とな
ります（軽自動車は除きます）。ただし、マーチボレロ（K13）など、センターキャップが平面でない車両には装着できません。日産純正のアルミホイールは接着面が平面ではないため、装着できません。　注6：保証
対象外商品となります。　注7：車種により装着できない場合がありますので、汎用オプション品仕様表一覧ページの適用車種一覧でご確認ください。　注8：標準車（NISMO専用スポーツシート付車、NISMO専
用チューニングRECARO製スポーツシート付車を除く）にも取付け可能です。



キャラバン「マルチベッド」（E26）

※本体希望小売価格は参考価格です。
※「マルチベッド」用フロアカーペットは日産純正品をご利用ください。
注1：カーテン生地材質：ポリエステル製。
注2：車両走行時には必ずカーテンを開け、後方視界を確保してください。後方視界が悪いまま走行すると運転の妨げになり、思わぬ事故の原因となり危険です。
注3：補助パイプを付けた状態でフロントカーテンを閉じることはできません。フロントカーテンを閉じて使用する場合、補助パイプは取外してください。
注4：標準車にも取付け可能です。
注5：プライバシーシェード生地材質：ポリエステル、遮光率100%
注6：プライバシーシェードは車両走行時は使用できません。すべて取外してください。
注7：字光式ナンバープレートとはセットで装着できません。
注8：リヤ用はナンバープレート封印前に装着してください。
注9：材質：アルミ製､ブラックアルマイト仕上げ。ネジサイズ（径×ピッチ）：7.7×0.794mm用。

注記 部品番号 部品名称 カーライフ
商品コード 仕　様

参考
取付時間
（H）

消費税・
取付費込希望
小売価格(円)

消費税込
本体希望
小売価格(円)

消費税抜
本体希望
小売価格(円)

商品
番号

注
1.2.3 KZ750ｰ1A24D 車内カーテン M8Q9J フロント･サイドウィンドウ1st･2nd･

バックドア用一式（ブラック）、バンプレミアムGX用 2.0 83,600 66,000 60,000 01

注
4.5.6

KZ007-1A10A プライバシーシェード
（フロントセット） M8Q9F

プライバシーシェードフロントセット
（フロントウィンドウ・フロントサイドウィンドウ用一式（ブラック）、吸盤取付け）、
バンプレミアムGX用 - 21,450

18,150 16,500
02

KZ007-1A12A プライバシーシェード用ポーチ 3,300 3,000
注7 KZ620-0A000 ナンバープレートリム M8Q92 AUTECHエンブレム付、フロント用 - - 2,750 2,500

03
注7.8 KZ620-0A000 ナンバープレートリム M8Q93 AUTECHエンブレム付、リヤ用 - - 2,750 2,500

注7 KZ999-1A400 ナンバープレートロック ZZQ8C AUTECHロゴステッカー付､マックガード社製､
ロックボルト3本（キー・専用ポーチ付） - - 5,280 4,800 04

注9 KZ992-1A81A エアバルブキャップ ZZQ8M AUTECHロゴステッカー付、4個セット - - 3,080 2,800 05

VZGRP-1A00C シートバックグリップ ZZQKH ヘッドレスト取付け用グリップ、ブラック - - 5,500 5,000 06



注記 適用車種 形式 備考
★1 ドアハンドルプロテクションカバー

セレナ
C26
C27
C28

エクストレイル T33
キューブ Z12
デイズ AA0
デイズルークス BA0
ルークス BA1

★2 フットレスト
セレナライダー C26
セレナAUTECH C27
セレナライダー C27
セレナAUTECH C28
ノートライダー E12
ノートアクシス E12
ノートモード・プレミア E12
ノート シーギア E12
ノートAUTECH E12
ノートAUTECH E13
ノートAUTECH CROSSOVER E13
マーチボレロ K13

注記 適用車種 形式 備考
★3 大型シートバックグリップ　注1
注2

ノート
E12
E13

注3 エクストレイル T32
キックス P15

注2 マーチ K13
デイズ AA0
デイズルークス BA0

注3 セレナ C26
日産リーフ ZE1

汎用オプション品
注記 部品番号 部品名称 カーライフ

商品コード 仕　様 参考
取付時間（H）

消費税・
取付費込希望
小売価格(円)

消費税込
本体希望
小売価格(円)

消費税抜
本体希望
小売価格(円)

商品
番号

注1.2 KZ620-0A000 ナンバープレートリム ZZQ98 AUTECHエンブレム付、1枚 - - 2,750 2,500 01

注1 KZ999-1A400 ナンバープレートロック ZZQ8C AUTECHロゴステッカー付、マックガード社製、ロックボルト3本（キー・専用ポーチ付）、登録車用 - - 5,280 4,800 
02

注1 KZ999-1A40A ナンバープレートロック ZZQ8D AUTECHロゴステッカー付、マックガード社製、ロックボルト4本（キー・専用ポーチ付）、軽自動車用 - - 5,940 5,400 
注3 KZ992-1A81A エアバルブキャップ ZZQ8M AUTECHロゴステッカー付､4個セット - - 3,080 2,800 03

注4 KZ999-1A20A セキュリティホイールロック ZZQ8N マックガード社製、AUTECHロゴステッカー付、ブラック、20個セット、専用ポーチ付 0.5 39,600  35,200  32,000 04

注5 KZ999-1A201 ロックナットケース ZZQ97 AUTECHシール付 - - 3,850 3,500 -

注5.6 KZ089-1A20D センターキャップエンブレム ZZQ8H AUTECHロゴ入り、ハイボスカル製、4枚セット、ブルー - - 3,960 3,600

05
注5.6 KZ089-0A100 センターキャップエンブレム ZZQ99 AUTECHロゴ入り、ハイボスカル製、4枚セット - - 3,520 3,200
注5.6 KZ089-0A102 センターキャップエンブレム ZZQ9J Riderロゴ入り、ハイボスカル製、4枚セット - - 3,520 3,200
注5.6 KZ089-1A20C センターキャップエンブレム ZZQ88 Riderロゴ入り､ハイボスカル製、4枚セット、ブルー - - 3,850 3,500
★1 GZ881-0A00A ドアハンドルプロテクションカバー ZZQ89 ハイボスカル製(ホワイト色、4枚セット) 0.2 8,690 6,930 6,300 

06

★1 GZ881-0A00B ドアハンドルプロテクションカバー ZZQ8P ハイボスカル製(ブラック色、4枚セット) 0.2 8,690 6,930 6,300 
★1 GZ881-0A015 ドアハンドルプロテクションカバー ZZQ9X ハイボスカル製(ブルー色、4枚セット) 0.2 7,260 5,500 5,000
★1 GZ881-0A025 ドアハンドルプロテクションカバー ZZQ9V ハイボスカル製(グレー色、4枚セット) 0.2 7,260 5,500 5,000
★1 GZ881-0A005 ドアハンドルプロテクションカバー ZZQ9W ハイボスカル製(レッド色、4枚セット) 0.2 7,260 5,500 5,000
★2 FZ840-1A12A フットレスト ZZQ8A AUTECHロゴ入り（文字ブルー）、本体：スチール製、グレイッシュシルバー塗装、滑り止めテープ付 0.3 12,540 9,900 9,000 07

★3 注7 HZ792-8A101 大型シートバックグリップ ZZQKE ヘッドレスト取付け用グリップ､グレー 0.1 15,180 14,300 13,000 08

VZGRP-1A00C シートバックグリップ ZZQKH ヘッドレスト取付け用グリップ、ブラック - - 5,500 5,000 09

注5.8 KZ010-1A00A キーケース ZZQ85 AUTECHロゴ入り､本革､インテリジェントキー用､バッグ型､チェーン付､ピンク - - 4,620 4,200 
10

注5.8 KZ010-1A00C キーケース ZZQ87 AUTECHロゴ入り､本革､インテリジェントキー用､バッグ型､チェーン付､レッド - - 4,620 4,200 

注1：字光式ナンバープレートとはセットで装着できません。　注2：Z12キューブライダーのリヤには装着できません。　注3：材質：アルミ製､ブラックアルマイト仕上げ。ネジサイズ（径×ピッチ）：7.7×0.794mm用。　注4：取付け面がテー
パー座のNMCオーテック製アルミロードホイールに装着できます。軽自動車及び取付け面が平座のホイールには装着できません。　注5：保証対象外商品となります。　注6：NMCオーテック製アルミロードホイールに適用となります
（軽自動車は除きます）。ただし、マーチボレロ（K13）など、センターキャップが平面でない車両には装着できません。日産純正のアルミホイールは接着面が平面ではないため、装着できません。　注7：標準車（NISMO専用スポーツシー
ト付車、NISMO専用チューニングRECARO製スポーツシート付車を除く）にも取付け可能です。　注8：エクストレイル（T33）、セレナ（C28）、ルークス（BA1）2023年4月～はお選びいただけません。

★汎用オプション適用車一覧

注1：ライフケアビークル（LV）に設定のある、助手席スライドアップシート、助手席回転シートには装着できま
せん。　注2：NISMO：専用スポーツシート付車、NISMO専用チューニングRECARO製スポーツシート付車
には装着できません。　注3：2ndシートには装着できません。




