
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。

31,372円（取付費・消費税込）V7UN0

標準キャブ車用

31,372円（取付費・消費税込）V7UN1

ワイドキャブ車用

31 木目調パネル （樹脂カバータイプ）

やすらぎの仕事場へ、快適機能も追求。Interior

03

〈リヤ用〉〈フロント用〉

標準キャブ車

ワイドキャブ車

31,372円（取付費・消費税込）V7UN2

標準キャブ車用

31,372円（取付費・消費税込）V7UN3

ワイドキャブ車用

32 黒木目調パネル （樹脂カバータイプ）

標準キャブ車

ワイドキャブ車

ベーシックパック
新車ご購入時にぜひお選びいただきたい基本アイテムをパッケージにしてご用意しました。

 11 プラスチックバイザー  33 フロアマット
（ゴムマット、フロントフロアマット）

 10 ナンバープレートリム＋
ナンバープレートロック（クロームメッキ、フロント用）

 

プラスチックバイザー＋
ナンバープレートリム＋ナンバープレートロック＋
フロアマットの3点セット合計価格 
○標準キャブ車用

29,777 円（取付費･消費税込）V7X00
〈フロント用〉

標準キャブ車

○ワイドキャブ車用

32,554円（取付費･消費税込）V7X01 ワイドキャブ車

写真は当該車両
とは異なります。

水洗いだけで汚れが落ちやすく、手入れが簡単にできるラバー製のマットです。 

ワイドダブルキャブ車

33 フロアマット （ゴムマット）
標準キャブ車用 フロントフロアマット

7,920円（取付費・消費税込）V7RA0 標準ダブルキャブ車

標準ダブルキャブ車用 リヤフロアマット

5,452円（消費税込本体価格）V7RA5

ワイドダブルキャブ車用 リヤフロアマット

5,966円（消費税込本体価格）V7RA6

ワイドキャブ車用 フロントフロアマット

10,697円（取付費・消費税込）V7RA1 ワイドキャブ車

標準キャブ車

OPTIONAL PARTS OPTIONAL PARTS

〒220-8686　神奈川県横浜市西区高島 1丁目1番 1号

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。

●本カタログの内容は2017年9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。

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  9：00～17：00（携帯・PHSも対応）0120-315-232

Driving Support

●microSDメモリーカードの記録が一杯になると古い映像から消して新しい映像を記録（上書き）します。また、衝撃を検知した映像10件まで保護する機能がありますが、10件を超えた場合は、古い映像から保護を解除し
て新しい映像を保護します。●本機は、証拠としての効力を保証するものではありません。●映像が記録されなかった場合や記録されたデータが破損していた場合による損害、本機の故障や本機を使用することによって生
じた損害については弊社は、一切責任を負いません。●本機で記録した映像は、その使用目的や使用方法によっては、被写体のプライバシーなどの権利を侵害する場合がありますのでご注意ください。●夜間にナビの画
面や昼間に太陽光を反射してダッシュボード等がガラスに映り込み、映像に残る場合があります。●LED式信号機は目に見えない高速で点滅しているため、本機で撮影すると、点滅して撮影される場合があります。信号が
映っていない場合は、前後の映像や周辺の車両の状況から判断願います。信号が映らない件については弊社は一切責任を負いません。●本機で記録した映像は、日産オリジナルナビゲーション（ディーラーオプション）との
組合せのみ対応しています。●GPS受信環境により周辺地図や車速、自車位置など、記録できない場合や正しく表示されない場合がございます。●日産オリジナルナビゲーションで市販のビデオデッキ等の映像をご覧に
なる別売のAVケーブル5,724円（取付費・消費税込）とは、同時装着できません。●パソコンでの再生は、Webでダウンロード可能な専用ビューアーソフトを使用します。専用ビューアーソフトは、Windows 7日本語版
（32ビット版、64ビット版）、Windows 8.1日本語版（32ビット版、64ビット版）、Windows 10日本語版（32ビット版、64ビット版）のOSに対応しています。

場所をとらないオールインワンタイプ。フルハイビジョン録画対応により、高精細な映像を記録できます。記録した映像は、ディーラーオプションの
ナビゲーションでその場で確認できます。 ●400万画素カメラ採用・フルHD録画対応 ●常時録画時間（最大値）最高画質：70分、高画質：100
分、標準画質：150分、長時間画質：240分 ●日産オリジナルナビゲーション（注）（ディーラーオプション）、パソコンで記録映像の確認が可能 ●駐車
中に、車両が衝撃を検知すると録画を開始　※取付位置は助手席側フロントガラス上部になります。 （注）日産オリジナルナビゲーションと同時装着する場合。

36 ドライブレコーダー
69,024円（取付費・消費税込）V77F6

38 ナビゲーションロック
3,240円（消費税込本体価格）ZZ7D1 日産オリジナルナビゲーション付車

37 ETCユニット （音声ガイドモデル：HM12-S） 注） 

注）ETCユニット本体に表示はありません。音声ガイドのみとなります。 ETCアンテナはダッシュボード上取付けになります。※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。●この他にもETCユニット（ブザーガイドモデル）をご用意しております。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。

24,274円（取付費・消費税込）V75T1 全 車全 車

ナビゲーションと車両本体をとめている4本のビスのうち2本のビスをナビゲーションロックに交換することで盗難抑止効果をより高め
ることができます。
〈セット内容〉 盗難防止ロックビス×2 ・ 鍵（ネジ取付用ボックス工具）×1 ・ 警告ステッカー×2 ・ 取扱説明書
ナビゲーションとセットでご購入いただくとお買い得になるパッケージをご用意しております。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。

配送ビジネスにぴったりな、最新ナビもご用意。

充実AV機能のベーシックモデル
●全国地図更新が3年3回まで無料で行えます。
※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。

※写真はMM317D-Aとなります。

Navigation

おススメ ナビゲーション 便利なドライブレコーダー付ナビセットもあります。

冷凍車、助手席側スライドドア付車を除く全車

冷凍車、助手席側スライドドア付車を除く全車

182,764円（取付費・消費税込）V760L

34-a MM317D-A （メモリータイプ）〈写真〉 34-b MM317D-A （メモリータイプ）＋ドライブレコーダー
本体 本体＋ドライブレコーダー

221,764円（取付費・消費税込）V760N

139,492円（取付費・消費税込）V76DC

機能を厳選したシンプルモデル

35-a MJ117D-A （メモリータイプ）
本体＋TVアンテナ付 冷凍車、助手席側スライドドア付車を除く全車

35-b MJ117D-A （メモリータイプ）＋ドライブレコーダー
本体＋TVアンテナ付＋ドライブレコーダー

178,492円（取付費・消費税込）V76DG

標準

オプション

ナビ機能

タッチ
パネル

（フリックスクロール）ピンチイン・アウト

基本スペック

通信
アダプタ
（音声対応版）

SD
メモリー
（8GB）

7インチ
ワイド
VGA

ナビ連動
ETC対応

ドライブ
レコーダー
対応

ナビ連動
ETC2.0
対応

音声認識
機能

ドライブサポート機能

Nissan
Connect
対応

VICS WIDE
対応

Bluetooth®
対応

AV機能

地デジ
フルセグ
4チューナー

SDカード
再生

iPod®/
iPhone
対応

（USBケーブル別売）

CD再生
/録音

FM/AM
ラジオ

（ワイドFM対応）

DVD
再生

WALKMAN®
対応

（USBケーブル別売）

USB
オーディオ
（USBケーブル別売）

（注）QRコード対応携帯電話からQRコードを読み取ると、取扱説明書が閲覧できます。スマートフォン・携帯電話の機種によっては一部ご利用いただけない場合があ
ります。サイトの閲覧には、別途通信料がかかります。パケット定額サービスなど料金制度に加入されていない場合は、パケット通信料が高額となる場合がありますの
で、予めご注意ください。

取扱説明書（注）

〈フロント用〉

★



全 車

全 車

04 メッキミラーステーカバー
大サイズ：左右セット

7,200円（取付費・消費税込）V7NJ0

05 メッキミラーカバー （写真上部）（左右セット）
標準ミラー用

22,320円（取付費・消費税込）V7ML0

Exterior
その存在感こそ、プロの誇り。 「アトラススターラインアップ」で着飾れ。

フロントマスクの存在感をいっそう引き立てます。

高級感を際立たせ、細部にわたるこだわりを演出します。

あふれる個性、さりげないプライド、仕事への確かなこだわり。

エクステリアに上質なセンスをまとって、存在感を際立たせる「アトラススターラインアップ」。

多彩で高機能なメッキ&エアロパーツが、
あなたの活躍シーンに、さらなる自信と歓びをもたらします。

01

03

02

08 メッキホイールキャップ
5穴ホイール用

60,171円（取付費・消費税込）V7B10

16インチ、17.5インチホイール車（5穴ホイール）

09 メッキドアパネル （左右セット）
標準キャブ車用

28,800円（取付費・消費税込）V7MR0

ワイドキャブ車用

30,960円（取付費・消費税込）V7MR1

ワイドキャブ車を除く全車

ワイドキャブ車

01 メッキグリル
標準キャブ車用

●（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。 

67,474円（取付費・消費税込）V7MD0

ワイドキャブ車用

78,274円（取付費・消費税込）V7MD1

ワイドキャブ車を除く全車

03 メッキフロントカバー
標準キャブ車用

47,520円（取付費・消費税込）V7MD2

ワイドキャブ車用

50,812円（取付費・消費税込）V7MD3

ワイドキャブ車用

44,537円（取付費・消費税込）V7JF2

ワイドキャブ車を除く全車

02 メッキバンパーコーナー （左右セット）
標準キャブ車用

41,349円（取付費・消費税込）V7JF0

07 メッキフェンダー （左右セット）
標準キャブ車：スモールフェンダー用

53,486円（取付費・消費税込）V7MM2

標準キャブ車：ミドルフェンダー用

53,486円（取付費・消費税込）V7MM1

標準キャブ車：ラージフェンダー用

53,486円（取付費・消費税込）V7MM0

ワイドキャブ車：ワイドフェンダー用

55,132円（取付費・消費税込）V7MM3

ダンプ2WD標準2.0トンフルスーパーロー

標準キャブ4WD標準、ダンプ4WD標準

平ボディの標準キャブ2WD車、4WDロング車、4WDセミロング車、ダンプ2.0トン高床、3.0トン高床、3.0トンフルスーパーロー

ワイドキャブ車

04 06

05

07

〈スモール〉 〈ラージ〉 〈ワイド〉

〈ワイドキャブ〉 〈ワイドキャブ〉

カスタム仕様車を除くワイドキャブ車

ワイドキャブ3.5トン車を除くワイドキャブ車

ワイドキャブ車

注）フロントアンダープロテクター付車には設定できません。

10 ナンバープレートリム （フロント用）
クロームメッキ〈写真〉

高級クローム

全 車

4,320円（消費税込本体価格）V7NRA

2,160円（消費税込本体価格）V7NPA

荷台の傷や汚れを防止します。また、荷物の滑りを抑え、衝撃を緩和します。

便利さと強さを磨いて、多彩なジョブを効率化。

14 ルーフラック
標準キャブ車・標準ルーフ用

77,760円（取付費・消費税込）V7KH0

標準キャブ車・ハイルーフ用

77,760円（取付費・消費税込）V7KH1

ワイドキャブ車・ハイルーフ用　

84,240円（取付費・消費税込）V7KH2

〈積載量〉
標準キャブ：50kg
〈サイズ：横×縦×高さ〉
標準キャブ：1367×675×140mm

〈積載量〉
標準キャブ：50kg
ワイドキャブ：50kg
〈サイズ：横×縦×高さ〉
標準キャブ：1320×558×166mm
ワイドキャブ：1595×558×166mm

15 ルーフラック （スチール製）
ダブルキャブ用

57,292円（取付費・消費税込）V7KHA

16 ゲートプロテクター
40mm用、コの字型 1,900mm×6本入り

25,509円（取付費・消費税込）V7P40
50mm用、コの字型 1,900mm×6本入り

27,669円（取付費・消費税込）V7P41

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

17 荷台マット （ゴム製、黒）
幅1,615mm×長さ3,120mmサイズ 

36,947円（取付費・消費税込）V7P22

幅1,790mm×長さ3,120mmサイズ

36,947円（取付費・消費税込）V7P23

ワイドキャブ車を除くシングルキャブ全車

ダンプを除く全車 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。　
注）超ロング車には設定できません。

18 布シート
幅2,640mm×長さ4,400mmサイズ 

（消費税込本体価格）
 V7P1054,000円

幅2,900mm×長さ5,400mmサイズ
（消費税込本体価格）
 V7P1174,572円

ワイドキャブ2WD超ロング車、ダンプを除く全車

0908※写真は標準キャブ。

ワイドキャブ車、カスタム仕様車を除く全車

カスタム仕様車、大型ミラー車を除く全車

ダブルキャブ車を除くワイドキャブ全車

拡大図

Utility

カスタム仕様車用

30,960円（取付費・消費税込）V7ML2

大型ミラー車を除くカスタム仕様車

06 メッキアンダーミラーカバー （写真下部）
標準アンダーミラー用

9,668円（取付費・消費税込）V7ML3

ナンバープレートリム（1台分）と
ナンバープレートロックが
セットになった商品もございます。

5,400円（消費税込本体価格）V7NPCクロームメッキ

7,560円（消費税込本体価格）V7NRC高級クローム

注）字光式ナンバープレートは装着できません。

11 プラスチックバイザー （アクリル樹脂製）
フロント左右セット

16,457円（取付費・消費税込）V7HD0

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。

12 サイドバイザー （ステンレス製）
フロント&リヤ左右セット

22,732円（取付費・消費税込）V7HD1

アイテムレイアウト

05

06

11 12

03

13 14 15

0709 0810

01

02

■…写真（左）装着パーツ
□…写真（左）非装着パーツ（単体写真のみ掲載）

04

〈ダブルキャブ用フロント〉

〈ダブルキャブ用リヤ〉

12 13 21

13 エアディフレクター
標準キャブ車・標準ルーフ用:ハイタイプ（レグカバー有/無）/ロータイプ（レグカバー有/無）

標準キャブ車・ハイルーフ用:ハイタイプ（レグカバー有/無）/ロータイプ（レグカバー有/無）

注）エアディフレクターは可変式ではありません。

空気抵抗を抑え経済走行に貢献します。
また、一体感のあるスタイルを実現します。

ワイドキャブ車・ハイルーフ用:ハイタイプ（レグカバー有/無）/ロータイプ（レグカバー有/無）

ダブルキャブ車を除くワイドキャブ全車

02 04 05

10

21 ドアエッジモール （ステンレス製）

全 車

6,789円（取付費・消費税込）V7MN0

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。

19
タイヤストッパー

20
作業灯セット （LEDタイプ）

全 車

ダンプを除く全車

（消費税込本体価格）
 V7PG0

3,292円

ひと味違う、プロの存在感を放つエクステリアパーツを、「アトラススターラインアップ」として名づけています。[ ATL AS STAR LINE UP ]

全 車 ダブルキャブ車

各212,812/各187,488円（取付費・消費税込）V7JN0/V7JN6/V7JN1/V7JN7

各212,812/各187,488円（取付費・消費税込）V7JN2/V7JN8/V7JN3/V7JN9

ワイドキャブ車を除くシングルキャブ車

50mm用、コの字型、超ロングボディ用 1,900mm×6本入り

49,289円（取付費・消費税込）V7P42

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。

ダンプを除く全車

34,236円
（取付費・消費税込）
 V7CK1

11

各224,640/各193,968円（取付費・消費税込）V7JN4/V7JNA/V7JN5/V7JNB

ワイドキャブ車を除くダブルキャブ全車

10W

〈レグカバー有〉 〈レグカバー無〉

全 車

30 シートカバー 透明ビニール （材質：PVC製）

3名定員用ランバーサポートレス、アームレスト付、マガジンラックレス

22,923円（取付費・消費税込）V7SH6

3名定員用ランバーサポートレス、アームレスト付、マガジンラック付

各23,479円（取付費・消費税込）V7SH7/V7SH8

3名定員用ランバーサポート付、アームレスト付、マガジンラック付

座席を汚れから守る専用のシートカバーです。

標準キャブ専用（ダンプDX用）

標準キャブ専用（DX用）/ワイドキャブ専用（DX用）

標準キャブ専用（カスタム用）/ワイドキャブ専用（カスタム用）

各23,479円（取付費・消費税込）V7SH9/V7SHA

全 車

27 オーバーヘッドトレイ （助手席用）

29 ユーティリティポケット

3,806円（消費税込本体価格）V7W60

ワイドキャブ車用 注2）

15,325円注1)標準キャブ標準ルーフ車には装着できません。
注2)最大積載量：1kg。本商品に無理な力をかけたりし
ないでください。破損の原因となります。また、本商品の
中に転がりやすいものを載せないでください。

28 リヤマルチバー （端末硬化ゴム製&バー）

注）ダブルキャブ車には装着できません。

小物を整理し、室内をすっきりできます。（耐荷量:3kg）

リヤマルチバーと組み合わせて取付けることで、
小物入れとして整理、整頓に役立ちます。
注）ダブルキャブ車には装着できません。

標準キャブ 標準ルーフ車用

9,566円
（取付費・消費税込）
 V7WA0

（取付費・消費税込）
 V7VM0

（取付費・消費税込）
 V7VM1

標準ルーフ車

ワイドキャブ車用

9,772円
（取付費・消費税込）
 V7WA2

標準キャブ ハイルーフ車用

9,566円
（取付費・消費税込）
 V7WA1

ハイルーフ車 ワイドキャブ車

シングルキャブ車

標準キャブ ハイルーフ車用  注1） 注2）

15,017円

※写真上：リヤマルチバー
　写真下：ユーティリティポケット

カスタム仕様車を除くハイルーフ車

カスタム仕様車を除くワイドキャブ車

■ その他オプショナルパーツ一覧表

（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）フロントガラス（合わせガラス）は割れません。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。
●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、他の商品と同時に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。
（＊）この商品はPIT WORK商品です。

ウィンターブレード（＊）
ワイドキャブ車

全車

全車

標準キャブ車

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。

V7F10 9,504ー

部
位
部
位 商　品　名商　品　名

取付費・消費税込
  希望小売価格（円）
取付費・消費税込

  希望小売価格（円）
消費税込

本体価格（円）
消費税込

本体価格（円）
カーライフ
商品コード
カーライフ
商品コード

適用車種適用車種仕　様仕　様

V7F11

ZZR48
ZZR21
ZZNB3
ZZS80

10,692

21,600
48,600

2,484
648

ー

ー
ー
ー
ー

運転席側・助手席側共用480mm、Uフックタイプ
運転席側・助手席側共用500mm、Uフックタイプ

標準キャブ車用
ワイドキャブ車用

コック、チャグロクロキャラ

スノータイヤ用
スノータイヤ用

オーストリッチ、グレー
カッター＋ハンマー
合成セーム皮

外
装
外
装

スチールホイール
ホイールナット

足
ま
わ
り

足
ま
わ
り

汎
用
品

汎
用
品

毛ばたき

レスキューマンⅢ（注2）
プラスセーヌ

ZZL6C 3,240ーロックボルト3本:キー付ナンバープレートロック（注1）

ZZS05 3,456ー三角表示板


