
31,953円（取付費・消費税込）V7UN0

標準キャブ車用

31,953円（取付費・消費税込）V7UN1

ワイドキャブ車用

22 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〉

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。

標準キャブ車

ワイドキャブ車

31,953円（取付費・消費税込）V7UN2

標準キャブ車用

31,953円（取付費・消費税込）V7UN3

ワイドキャブ車用

23 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

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

24 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

8,066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

5,553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

6,076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

10,896円（取付費・消費税込）V7RA1 ワイドキャブ車

標準キャブ車

25 オーバーヘッドトレイ （助手席用）
標準キャブ ハイルーフ車用  注1） 注2）

15,296円（取付費・消費税込）V7VM0

ワイドキャブ車用 注2）

15,609円（取付費・消費税込）V7VM1

OPTIONAL PARTS OPTIONAL PARTS

〒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。

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。

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

26 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

23,348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23,914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23,914円（取付費・消費税込）V7SH9/V7SHA

全 車

28 ユーティリティポケット

3,876円（消費税込本体価格）V7W60

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。

27 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

9,743円
（取付費・消費税込）
 V7WA0

シングルキャブの標準キャブ標準ルーフ車

ワイドキャブ車用

9,953円
（取付費・消費税込）
 V7WA2

標準キャブ ハイルーフ車用

9,743円
（取付費・消費税込）
 V7WA1

シングルキャブの標準キャブハイルーフ車 シングルキャブのワイドキャブ車

シングルキャブ車

※写真上：リヤマルチバー
　写真下：ユーティリティポケット

シングルキャブのカスタム仕様車を除く標準キャブハイルーフ車

カスタム仕様車を除くワイドキャブ車

最大積載量 1.85～3.5ｔ

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。

◆
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05

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

7,334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

22,734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

61,285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

29,334円（取付費・消費税込）V7MR0

ワイドキャブ車用

31,534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。 

68,724円（取付費・消費税込）V7MD0

ワイドキャブ車用

79,724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

48,400円（取付費・消費税込）V7MD2

ワイドキャブ車用

51,753円（取付費・消費税込）V7MD3

ワイドキャブ車用

45,362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

42,115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

54,476円（取付費・消費税込）V7MM2

標準キャブ車：ミドルフェンダー用

54,476円（取付費・消費税込）V7MM1

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

標準キャブ車：ラージフェンダー用

54,476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

56,153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

ワイドキャブ車

04

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。

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

79,200円（取付費・消費税込）V7KH0

標準キャブ車・ハイルーフ用

79,200円（取付費・消費税込）V7KH1

ワイドキャブ車・ハイルーフ用　

85,800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

58,353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

25,981円（取付費・消費税込）V7P40
50mm用、コの字型 1,900mm×6本入り

28,181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 

37,631円（取付費・消費税込）V7P22

幅1,790mm×長さ3,120mmサイズ

37,631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）
 V7P1055,000円

幅2,900mm×長さ5,400mmサイズ
（消費税込本体価格）
 V7P1175,953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

31,534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

9,847円（取付費・消費税込）V7ML3

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

16,762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

23,153円（取付費・消費税込）V7HD1

アイテムレイアウト
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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

21 ドアエッジモール （ステンレス製）

全 車

6,915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

3,353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216,753/各190,960円（取付費・消費税込）V7JN0/V7JN6/V7JN1/V7JN7

各216,753/各190,960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

50,202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

34,870円
（取付費・消費税込）
 V7CK1

11

各228,800/各197,560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〉

■ 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。（注3）保証は購入から1年間です。
●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。

V7F1A9,416

部
位
部
位 商　品　名商　品　名

取付費・消費税込または

消費税込本体価格（円）

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

カーライフ

商品コード
適用車種適用車種仕　様仕　様

V7F1B

ZZR48

ZZR21

ZZNB3

9,900

22,000

49,500

2,530

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

停止表示板

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）

ZZS267,7001人用車載用防災キット（注3）

ZZL6E3,300ロックボルト3本:キー付

ZZL6G5,280Nissanブランドロゴステッカー付、ロックボルト3本：キー付
ナンバープレートロック（注1）

ZZS053,520三角表示板

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。


