
Equipment 主要装備一覧Equipment 主要装備一覧 DX DX VX GX
プレミアム
GX 16X-2R

プレミアム
GX-2R 16X-3R

プレミアム
GX-3R

2人乗 5人乗 5人乗 7人乗

車種 2WD 4WD 2WD 4WD 2WD 2WD 4WD 2WD 2WD

バン ワゴン

 ｜グレード別装備
視界 フロントバンパー組込みハロゲンフォグランプ

グリーンガラス〈フロントドア、スライドドア、リヤサイド、バックドア〉 フロントドア フロントドア フロントドア

UVカット断熱プライバシーガラス〈スライドドア、リヤサイド、バックドア〉 ◆1（注2） ◆1（注2） ◆1 ◆1 ◆1 ◆1 ◆1 ◆1 ◆1

スライドサイドウインドウ〈両側、フラッシュタイプ〉 ◆1（注2）（注3） ◆1（注2）（注3） ◆1（注3） ◆1（注3） ◆1（注3） ◆1（注3） ◆1（注3） ◆1 ◆1

可倒式ドアミラー

電動リモコンドアミラー ◆2（注4） ◆2（注4） ◆2（注4） カラード カラード カラード カラード

リヤアンダーミラー

バックビューモニター（カラー、車幅/距離表示機能付） （注1）（注5）（注6） （注6） （注5）（注6） （注6） （注5）（注6）（注5）（注6） （注6） （注5）（注6）（注5）（注7）（注6）（注5）（注7）（注6）（注5）（注6）（注5）（注6）

全車標準装備
●最適配光マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベライザー付） ●フロント無段間けつ式ワイパー ●リヤ間けつ式ワイパー（注8） ●熱線リヤウインドウ ●ルームミラー ●バッテリーセーバー（ルームランプ、ヘッドランプ、ラゲッジルームランプ） 
●スーパーUVカットグリーンガラス〈フロント〉 

運転席まわり プレミアムGX専用本革巻3本スポークステアリング

ウレタン3本スポークステアリング

前席パワーウインドウ（耐水タイプ、運転席：ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付） ◆5 ◆5

リモートコントロールエントリーシステム（バックドア連動、作動確認機能付、
リモコンキー1個、スペアキー1個＊1）

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1個、
スペアキー1個＊1）&エンジンイモビライザー（国土交通省認可品） （注9）

車両情報ディスプレイ（タコメーター、時計、瞬間燃費、平均燃費、航続可能距離ほか）

リヤクーラー

クリーンフィルター

センターコントロールフィニッシャー（シルバー色）

インサイドフロントドアハンドルフィニッシャー（シルバー色）

センターコンソールトレイ

リッド付センターコンソールボックス（コインホルダー付）&シートアンダートレイ〈運転席側〉 ◆3

インストアッパートレイ〈センター部〉

カップホルダー（フロント2個・セカンド2個）

カップホルダー（フロント2個・セカンド2個・サード2個）

スライドドアボトルホルダー（左右2個）

全車標準装備
●抗菌仕様〈ステアリング、シフトノブ〉 ●電動パワーステアリング ●チルトステアリング ●フットレスト ●集中ドアロック（バックドア連動） ●フューエルフィラーリッドオープナー ●半ドア警告灯 ●燃料残量警告灯 ●油圧警告灯 ●水温警告灯 
●オゾンセーフマニュアルエアコン ●サンバイザー〈運転席・助手席〉（チケットホルダー付） ●フロントドアポケット〈左右〉 ●グローブボックス（車検証ボックス付） ●オーディオポケット ●コンビニフック ●カードホルダー〈右サイド部〉 ●灰皿 ●電源ソケット

オーディオ/
ナビゲーション

AM/FMラジオ（デジタル時計表示、外部入力端子、2スピーカー）

CD一体AM/FMラジオ（デジタル時計表示、4スピーカー） （注10）

オーディオレス （注11） 2スピーカー（注1） 2スピーカー（注1） 2スピーカー（注1） 2スピーカー（注1） 2スピーカー（注1） 2スピーカー（注1） 2スピーカー（注1） 2スピーカー（注1） 4スピーカー 4スピーカー 4スピーカー（注1） 4スピーカー（注1）

日産オリジナルナビゲーション（メモリータイプ） （注12）（注13）

ナビレコカメラお買い得パック （注12）（注13）

ETC2.0/ETCユニット （注14）（注23）

シート&荷室 シート地 フロントシート トリコット トリコット トリコット トリコット トリコット ジャージ ジャージ ジャージ ジャージ ジャージ ジャージ ジャージ

セカンドシート 折りたたみシート トリコット トリコット トリコット ジャージ ジャージ ジャージ ジャージ ジャージ ジャージ ジャージ

6：4分割式 トリコット◆4 トリコット◆4 トリコット◆4 トリコット◆4 トリコット◆4 トリコット◆4 ジャージ ジャージ ジャージ ジャージ

サードシート ジャージ ジャージ

アシストグリップ（セカンド2個）

乗降用グリップ〈運転席〉 （注15）

乗降用グリップ〈助手席〉 （注15）

フロントシート 上下調整式ヘッドレスト

ローバックシート

ハイバックシート

フルリクライニング

シートスライド 運転席 運転席 運転席 運転席 運転席 運転席・助手席 運転席・助手席 運転席・助手席 運転席・助手席 運転席・助手席 運転席・助手席 運転席・助手席

助手席シートバックテーブル

セカンドシート 上下調整式ヘッドレスト ◆4 ◆4 ◆4 ◆4 ◆4 ◆4

折りたたみシート

6：4分割式、リクライニング ◆4（注16） ◆4（注16） ◆4（注16） ◆4（注16） ◆4（注16） ◆4（注16）

サードシート 上下調整式ヘッドレスト

マルチアップタイプ（横跳ね上げ式）

DX DX VX GX
プレミアム
GX 16X-2R

プレミアム
GX-2R 16X-3R

プレミアム
GX-3R

2人乗 5人乗 5人乗 7人乗

車種 2WD 4WD 2WD 4WD 2WD 2WD 4WD 2WD 2WD

バン ワゴン

 ｜グレード別装備
シート&荷室 荷室 ラゲッジフロアカーペット プレーンニードル プレーンニードル プレーンニードル プレーンニードル プレーンニードル プレーンニードル プレーンニードル

ラゲッジフロアプロテクター（ポリ塩化ビニル製/2mm厚）

脱着式仕切りカーテン （注17） ◆3

ラゲッジサイドボックス 左側 左側 左側 両側 両側 両側 両側

シートサイドトレイ〈サード〉

フルトリム

荷室天井トリム ◆5 ◆5 成形 成形 成形 成形

バックドアアシストベルト

ラゲッジユーティリティナット

ユーティリティフック（1セット2個入り）

システムバー　 （注18）

マルチラゲッジネット

パーテーションパイプ

フロアカーペット

ラゲッジカーペット

フロアマット（ゴムマット）

ラゲッジマット

全車標準装備 ●ラゲッジルームランプ ●ロープフック（4個） ●バックドアプルハンドル

外装/
タイヤ・ホイール

プレミアムGX専用カラードフロントバンパー

プレミアムGX専用フロントグリル

フロントグリル（メッキ）

プレミアムGX専用フードトップモール

カラードドアハンドル

プレミアムGX専用エンブレム

カラードバンパー リヤ リヤ リヤ

14インチアルミホイール（14×5J）、インセット：45、P.C.D：114.3（4穴） （注19）

フルホイールカバー

センターキャップ

165/80R14 91/90N LTタイヤ（前輪）・165/80R14 97/95N LTタイヤ（後輪）

175/80R14 99/98N LTタイヤ（前後輪）

スペアタイヤ（装着タイヤ） （注21）

タイヤ応急修理キット（スペアタイヤレス） （注22）

ジャッキ

バックドアフィニッシャー（メッキ）　 （注20）

ヘビーデューティーラック

マッドガード カラード

樹脂色（黒）

安全/メカニズム VDC（ビークルダイナミクスコントロール［TCS機能含む］） AT車 AT車 AT車 AT車 AT車

フロントシート ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト

ELR付3点式シートベルト

セカンドシート ELR付3点式シートベルト（中央2点式）

ELR付3点式シートベルト〈3席〉

サードシート ELR付3点式シートベルト

ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー（セカンドシート左右2席）

後退灯〈両側〉

全車標準装備
●運転席・助手席SRSエアバッグシステム ●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） ●ブレーキアシスト ●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音（シートベルト・リマインダー）
●チャイルドセーフティドアロック ●ハイマウントストップランプ ●フロントスタビライザー ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ

寒冷地仕様 大型バッテリー、ヒーター付ドアミラー、リヤヒーターダクト、寒冷地仕様クーラント ◆2（注4）、◆5 ◆2（注4）、◆5 ◆2（注4）、◆5 ◆5

クイックヒーターパック（運転席シートヒーター、PTC素子ヒーター）＊2 （注24） （注24） （注24） （注24）

 標準装備　
 メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）
 ディーラーオプション
 プレミアムGXシリーズ特別装備
 オーテック扱いディーラーオプション
 特装設定オプション

 標準装備　
 メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）
 ディーラーオプション
 プレミアムGXシリーズ特別装備
 オーテック扱いディーラーオプション
 特装設定オプション

◆1～5はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場にて装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ＊1 スペアキーは機能に違いがあります。
（注1）メーカーオプションのバックビューモニター（カラー、車幅/距離表示機能付）とオーディオレスは同時にお選びいただけません。（注2）ルートバンを除く。（注3）単独でもお選びいただけます。（注4）寒冷地仕様をお選びの場合、ミラーは電動
リモコン付のヒーターミラーとなります。2人乗をお選びの場合、寒冷地仕様をお選びいただいてもリヤヒーターダクトは装着されません。（注5）バックビューモニターの映像はメーター内のディスプレイに表示されます。（注6）日産オリジナル
ナビゲーション、ディスプレイ付ラジオ装着車のみお選びいただけます。（注7）日産オリジナルナビゲーションとの同時装着はできますが、ナビゲーション画面に映像は映し出されません。（注8）寒冷地仕様はスチール製となり、形状が異なります。
（注9）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い。（注10）CD
はディスクの種類によっては再生できない場合があります。（注11）オーディオレス車にはカバー、ハーネス、アンテナが装備されます。（注12）オーディオレスとセットでお選びください。（注13）メーカーオプションのバックビューモニターをお選び
いただいた場合、ナビゲーション画面に映像は映し出されません。メーター内のディスプレイに表示されます。（注14）ETCユニット本体の装着位置はグローブボックス内となります。そのため、グローブボックスの一部が使用できなくなります。
（注15）販売会社での取付けにあたっては、専用工具が必要となります。詳しくは販売会社にお問い合わせいただくか、日産自動車ホームページ（日産ライフケアビークル（福祉車両））をご覧ください。（注16）バンの荷室法規要件を確保する
ため、ワゴンとは異なり後ろへはリクライニングいたしません。（注17）取付位置はフロントシート後方のセカンドピラー部のみとなります。（注18）本商品を装着する場合は、別売のユーティリティフックが必要となります。（注19）タイヤは標準装備
のものとなります。（注20）メーカーオプションのインテリジェントキー&エンジンイモビライザー付車には装着できません。（注21）ホイールはスチール（黒色）となります。（注22）タイヤ応急修理キットは、助手席の下に収納されています。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。また、ジャッキは搭載されておりおません。（注23）ETC2.0は日産オリジナルナビゲーション（一部機種を除く）のみ
お選びいただけます。詳しくはオプショナルパーツカタログをご覧ください。（注24）◆5とのセットオプションとなります。 ●「プレミアムGXシリーズ」は持込み登録でオーテック扱いとなります。 ＊2 特装設定オプション付車は持込み登録となります。

主なディーラーオプション
●ウインドウ撥水 12ヶ月
●プラスチックバイザー
●セキュリティ&セーフティパック エントリー


