
OPTIONAL PARTS OPTIONAL PARTS

本カタログの「取付費・消費税込」および「消費税込本体価格」の表示価格は消費税率10%の表示となります。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。

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島1丁目1番1号
●本カタログの内容は2019年10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。

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。

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応やお客さま満足度向上のために記録し活用させていただいております。なお、内容により販売会社から回答させていただくことが適切と当社が判断した場合には、当社の
要請に基づき販売会社からお客さまに直接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。 お客さま
相談室 （携帯・PHSも対応） ＞＞ 受付時間 9：00～17：000120-315-232

本カタログ掲載商品の保証期間は、お買い上げ
日またはお取付け日から3年間です。ただしそ
の期間内でも走行距離が6万kmまでとします。
※一部商品（5YEARS COAT、NISMOパーツ、日産グッズ、
DVD-ROM、車載用防災キット他）は除きます。詳細はカー
ライフアドバイザーにお問い合わせください。

オプショナルパーツカタログに掲載の内容は、
予告なく変更する場合がございます。
最新の情報は、QRコードからご確認ください。

アトラス ガソリン（最大積載量 1.15～1.5ｔ）

◆



02ATLAS Atlas Star Package Exterior Parts03ATLAS

いろいろなアイテムを選んでプラスして、使い勝手をさらにアップ。

 ルーフラック
60,092円（取付費・消費税込）VFKH0

軽量タイプのルーフラックです。最大積載重量は50kg。
布シートなどはここに。
〈サイズ：横×縦×高さ（内寸）〉1,512×710×100mm

〈ルーフからの高さ〉220mm

全車

05  プラスチックバイザー
○フロントセット
16,997円（取付費・消費税込）VFHJ0

○フロント＋リヤセット
30,643円（取付費・消費税込）VFHJ1

雨天時にもウインドウガラスを少し開けて車内換気ができ
ます。

全車

ダブルキャブ
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 ドアエッジモール（フロントドア左右セット ： 樹脂製）
5,568円（取付費・消費税込）VFMN0

ドアの開け閉めの際、傷つきやすいドアエッジ部を保護し
ます。

全車

07  ゴールドエンブレム
 （フロントCIエンブレム＋車名エンブレム）
23,294円（取付費・消費税込）VFMB0

フロントスタイルにアクセントと輝きを。
（注）「CUSTOM」エンブレムの設定はございません。

全車
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 ナンバープレートリム
○クロームメッキ（フロント用）
2,200円（消費税込本体価格）VFNPA

ナンバープレートの傷つきを防ぎます。
ナンバープレートロックとセットになった商品
〈5,500円（消費税込本体価格）VFNPB〉もご用意しております。

全車

09  ナンバープレートロック
 （Nissanブランドロゴステッカー付、
 ロックボルト3本：キー付）
5,280円（消費税込本体価格）ZZL6G

ナンバープレートを盗難から守ります。
全車
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01

03
02

際立つ、その存在感。アトラススター。
メッキパーツを身につける。あいつとは違う。

▲注1 ▲注1

全車

01 メッキアンダーミラーカバー
10,387円（取付費・消費税込）VFML2

02
カスタムを除く全車

 フロントメッキグリル
42,654円（取付費・消費税込）VFMD0
注1）カスタムで装備されているメッキフロントグリルと同仕様になります。
注2）車両の標準装備品と交換して取り付けるオプション部品です。

全車

03 メッキサイドパネル（左右セット）
25,824円（取付費・消費税込）VFP71



 フロアカーペット（消臭機能付）
14,148円（取付費・消費税込）VFR04

注）フロントのみの設定となります。

04ATLAS Interior Parts

“ドライバー主義”をつらぬいた快適空間。時には、ここで休憩を。

 イグニッションキー照明
12,519円（取付費・消費税込）VFDB0

車庫内や暗闇でもキーホールまわりを明るく照
らします。

全車

14  照明付灰皿
2,200円（消費税込本体価格）ZZN48

ふたを開けると照明が点灯します。汎用タイプで
持ち運びでき、カップホルダーにぴったりのサイ
ズです。

全車
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 シート全カバー
 （グレーツイル）
○フロントセット
13,646円（取付費・消費税込）VFSH4

シートを覆い汚れを
防ぐ全カバー。
丈夫なポリエステル製です。

全車

13

11  フロアマット
○フロント
6,395円（取付費・消費税込）VFRA4

○リヤ
3,353円（消費税込本体価格）VFRA3

汚れや傷つきに強いラバー製のマットです。

全車
全車

ダブルキャブ

12

Navigation & Audio 05ATLAS

全国のほぼすべての料金所でサービス実施中
有料道路料金所において自動的に料金を支払い、ノンストップで料金所を通行できるシステムです。
（注1） ETCユニットを使用するには別途決済用の「ETCカード」と「セットアップ作業」が必要となります。「セットアップ作業」には別途費用が必要となります。ETCアンテナはダッシュボード上取付けになります。
（注2）ETC本体に表示はありません。音声ガイドのみとなります。

ETCユニット〈汎用タイプ〉

 オートライト（手元スイッチ付）
23,749円（取付費・消費税込）VFGB0

走行中、トンネルなど暗がりに入るとヘッドランプが
自動的に点灯し、視界を確保します。

全車
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フロアの汚れを防ぐカーペット。
イヤなにおいを吸収する消臭機能付きです。
“ATLAS”のロゴマーク入り

音声ガイドモデル（HM19-S）（注1）（注2）

○電源ハーネスTH18用/電源ハーネスYAZAKI用
各26,007円（取付費・消費税込）VF5T7/VF5T8 全車



〈その他オプショナルパーツ一覧表〉

Basic Items / Spec.07ATLAS

▲注1 ナンバープレートリム/ナンバープレートロック　
 注）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 ウィンドウ撥水 12ヶ月
 注1）撥水効果の持続期間は約12ヶ月ですが、ご使用の条件によって異なる場合があります。
 注2）時速60km以上で走行すると水玉が飛びます。ただし、雨量や車種により、水玉の飛ぶ速度が若干異なる場合があります。
▲注3 カーアラーム
 注）車両のリモートコントロールエントリーシステム操作で、アラームを警戒、解除できます。盗難警報機能は、警報を周囲に知らせる商品であり、盗難を防ぐことはできません。

（注1） ●タイヤサイズに合わせてお選びください。スチールチェーンは、スチールロードホイール付車のみにご使用ください。
●メーカーオプションの重荷重サスペンションを選択された場合、タイヤサイズの変更によりチェーンの適用が異なり
ますのでご注意ください。

（注2） 同サイズ表記のタイヤでもタイヤの種類（特にスタッドレスタイヤ）やタイヤメーカーによって装着できない場合が
あります。

（注3） フロントガラスなど、合わせガラスは割ることができません。注意事項、使用方法は日産ホームページ（http://www.

nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/RESCUEMAN/index.html）でご確認ください。
（注4） 保証は購入から1年間です。
（＊）この商品はPIT WORK商品です。

●本文中の希望小売価格は参考価格です。また、価格については販売会社が独自に決めておりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。●車両仕様並びに装備が実際の車両と異なる場合もありますのでご了承ください。●　 マークの付いた商品は、他の商品と
同時装着できない場合があります。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。●本カタログに掲載している  　　　マークには、持込み登録車両および特装車は含まれておりませんので、適用についてはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。
●（本体価格）には車両取付に必要なアタッチメント類も含まれている場合がございます。

全車

とは、日産自動車が品質を保証している商品ブランドです。

CAU T I O N

プロのこだわり。セットで付けたい定番アイテム。
あれば、もっと安心。

 プラスチックバイザー
○フロントセット
16,997円（取付費・消費税込）VFHJ0

○フロント＋リヤセット
30,643円（取付費・消費税込）VFHJ1

雨天時にもウインドウガラスを少し
開けて車内換気ができます。

全車

ダブルキャブ

06

 ナンバープレートリム
○クロームメッキ（フロント用）
2,200円（消費税込本体価格）VFNPA

ナンバープレートの傷つきを防ぎます。
ナンバープレートロックとセットになった商品
〈5,500円（消費税込本体価格）VFNPB〉
もご用意しております。

注）字光式ナンバープレート
とはセットで装着できません。

全車
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 フロアカーペット（消臭機能付）
14,148円（取付費・消費税込）VFR04
注）フロントのみの設定となります。

 シート全カバー
 （グレーツイル）
○フロントセット
13,646円（取付費・消費税込）
VFSH4

全車

13

11  フロアマット
○フロント
6,395円（取付費・消費税込）VFRA4

○リヤ
3,353円（消費税込本体価格）VFRA3

全車

全車

ダブルキャブ
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▲注1

 ウィンドウ撥水 12ヶ月
ガラス撥水処理と専用リフィールで
高い撥水効果を持続します。
○フロントウィンドウ1面撥水処理
8,228円（取付費・消費税込）VFF7H

○フロントウィンドウ1面
　＋フロントドアガラス2面撥水処理
11,253円（取付費・消費税込）VFF7J

注）本商品は一部取扱いをしていない販売会社がございます。詳しくはカーライフアドバイザーにご相談ください。

雨の日もはっきり見える安心感
●12ヶ月間撥水効果が持続/6ヶ月間水玉が飛びます。
●不快なワイパーのビビリ（振動）を解消します。
●油膜の付着を防止、冬場の霜取りも簡単です。

▲注2

全車

全車
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施工前 施工後

06ATLAS Others

 布シート
〈荷台内寸：2,860～3,350mm用〉
55,000円（消費税込本体価格）VFP10

〈荷台内寸：1,860～2,100mm用〉
44,000円（消費税込本体価格）VFP11

〈荷台内寸：4,350mm用〉

75,953円（消費税込本体価格）VFP12

耐久性、耐水性に優れたシート。荷台のロングライフ化に
役立ちます。

全車
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 ゲートプロテクター
○短尺・標準尺荷台用
〈シングルキャブ用/ダブルキャブ用〉
各20,900円（取付費・消費税込）VFP40/VFP41

○長尺荷台用
〈シングルキャブ用〉
26,447円（取付費・消費税込）VFP42
〈ダブルキャブ用〉
25,399円（取付費・消費税込）VFP43

積み降ろしの際に傷つけやすいゲート上部を保護します。
全車
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 荷台マット
○スチール荷台用
〈荷台内寸：1,860～2,100mm用〉 28,809円（消費税込本体価格）VFP20

〈荷台内寸：2,860～3,100mm用〉 36,143円（消費税込本体価格）VFP21

〈一方開荷台車用〉 26,296円（消費税込本体価格）VFP22

積荷の滑りと衝撃を抑え、また、荷台の傷つきや汚れを防ぎます。
スチール荷台車

19

使い勝手を優先し、選ぶ。全身、プロ仕様。

 ルーフラック
60,092円（取付費・消費税込）VFKH0

軽量タイプのルーフラックです。最大積載重量は50kg。布シー
トなどはここに。

〈サイズ ： 横×縦×高さ（内寸）〉1,512×710×100mm

〈ルーフからの高さ〉220mm

全車

05

 ワーキングランプ（12V 21W）
15,243円（取付費・消費税込）VFCK1

スイッチオンで明るく点灯し、薄暗い場所での積み降ろし作業も
スムーズです。吊り下げ式となり、角度も調整可能です。

全車
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※写真は当該車両とは異なります。

ワーキングランプスイッチ

写真は当該車両とは
異なります。

 カーアラーム
○ベーシックタイプ
28,782円（取付費・消費税込）VFEG2

ドアをこじ開けると、車両のホーンとハザードで周囲に異常をお知らせします。
LED付インジケーターとセキュリティラベルが盗難抑止に役立ちます。

全車

24 ▲注3

部位 商品名 仕様 適用車種 取付費・消費税込または
消費税込本体価格（円）

カーライフ
商品コード

足まわり
スチールホイール スノータイヤ用

車種・仕様により異なりますので、
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。ホイールナット スノータイヤ用

スチールチェーン　　　　　　　  　（注1）（注2）

外装

ウインターブレード　　（＊） フロント左右共通　450mm

全車

7,436 VFF1A

超撥水ウインターブレード　　（＊） フロント左右共通　450mm 8,866 VFF8A

ナンバープレートリム ▲注1 高級クローム（フロント用） 4,400 VFNRA

ナンバープレートリム＋ナンバープレートロック ▲注1 高級クローム1台分（リム1枚＋ロックボルト3本（キー付）） 7,700 VFNRB

ナンバープレートロック ▲注1 ロックボルト3本：キー付 3,300 ZZL6A

内装 ジュニアセーフティシート（ハイバックタイプ） 適用〈目安〉（体重：15kg以上～36kg以下、身長：100cm以上～150cm以下） ダブルキャブ 40,700 VFU66

汎用品

三角表示板 停止表示板

全車

3,520 ZZS05

レスキューマンⅢ                                     （注3） カッター＋ハンマー 2,530 ZZNB3

毛ばたき
コック、チャグ ロクロキャラ 22,000 ZZR48

オーストリッチ、グレー 49,500 ZZR21

車載用防災キット                                     （注4） 1人用 7,700 ZZS26


