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標準装備
メーカーオプション
（ご注文時に申し受けます）

2WD/4WD

2WD

VQ35HR - HM34

274A
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350GT
HYBRID

200GT-t

車種

●オートライトシステム
（フロントワイパー連動、

シート

薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付）

ハイビームアシスト、
アクティブAFS

自動防眩式ルームミラー

●フロント車速感知式間けつワイパー

フロント&バックソナー

●フロント雨滴感知式ワイパー

＊2
インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知機能付、駐車ガイド機能付）

2WD
274A

｜全車標準装備
●上下調整式ヘッドレスト〈全席〉
●シートバックポケット〈運転席・助手席〉
電動

電動

手動

シート地

外観

本革シート
（前席ヒーター付）

キー2個、
ワンタッチアンロック機能）

（注1）

挟み込み防止機構付）

●アドバンスドドライブアシストディスプレイ

チルト・テレスコピックステアリング

電動

電動

電動

電動

電動

オーディオ、ハンズフリーフォン、
ボイスコマンド
ステアリングスイッチ

リヤスポイラー（ボディカラー）

●ファインビジョンメーター

電動油圧パワーステアリング
（車速感応式）

●アルミ製エンジンフード

スタイリッシュマッドガード

●半ドア警告表示

ダイレクトアダプティブステアリング&アクティブレーンコントロール＊3

●トランクアウトサイドオープナースイッチ

イルミネーション付エンブレム

●燃料残量警告灯

本革巻ステアリング&シフトノブ

●リヤパネルメッキフィニッシャー
●アウトサイドドアハンドル照明

ミッドナイトブラックグリル

●衝撃感知式ドアロック解除システム

パドルシフト

手動

●スクラッチシールド
（注6）

電動ガラスサンルーフ

スポーツフロントバンパー

●集中ドアロック

プッシュエンジンスターター

電動

（注5）

デュアルエキゾースト
（テールパイプフィニッシャー付）

●パワーウインドウ
（全席ワンタッチ、キーオフ後作動、

インテリジェントキー（作動確認機能、
トランクオープン機能、
フューエルフィラーリッド連動、

電動

ソフトジャカード織物/ネオソフィール®コンビシート

（ワンタッチスライド・チルトアップ、UVカット機能付プライバシーガラス、挟み込み防止機構付）
運転席まわり

ディーラーオプション

リヤセンターアームレストスルー機構

●LEDリヤコンビネーションランプ
●LEDハイマウントストップランプ

2WD/4WD
VQ35HR - HM34

リヤセンターアームレスト

（ルームランプ、ヘッドランプ）

リバース連動下向ドアミラー

標準装備
メーカーオプション
（ご注文時に申し受けます）

リヤ可倒式シート
（6:4分割）

●バッテリーセーバー

（ヒーター付、運転席側広角ミラー）

200GT-t

パーソナルドライビングポジションメモリーシステム
（ステアリング・運転席・ドアミラー連動）

運転席ランバーサポート

●熱線リヤウインドウ
（タイマー付）

UVカット断熱プライバシーガラス〈フロント、フロントドア以外〉＊1
サイドターンランプ内蔵電動格納式リモコンカラードドアミラー

200GT-t
Type P

運転席・助手席パワーシート
（スライド、
リクライニング、
リフター、サイサポート）

●LEDフォグランプ

スーパーUVカットグリーンガラス〈フロント〉、UVカット断熱グリーンガラス〈フロントドア〉

200GT-t
Type SP

｜グレード別装備

｜全車標準装備

LEDヘッドランプ（ハイ/ロービーム、オートレベライザー付）

350GT FOUR
HYBRID

車種

ディーラーオプション

｜グレード別装備
視界

スカイライン 主要装備一覧

ナビ

手動

（5インチカラーディスプレイ）

メカニズム／

ダブルピストンショックアブソーバー

●ヘッドランプ消し忘れ警報

タイヤ&

ドライブモードセレクター

●キー忘れ警報

ホイール

●コンフォートフラッシャー

インテリジェント クルーズコントロール
インテリジェント ペダル、
インテリジェント LI、
インテリジェント BSI

（照明付バニティミラー、エクステンション）
●電磁式トランクオープナー

ECOペダル

●アルミキッキングプレート

（注9）

（注9）

（注9）

●スタビライザー（フロント、
リヤ）
●アイドリングストップ

切削光輝19インチアルミホイール（19×8.5J）、

●前席サンバイザー

インテリジェント ペダル（車間距離維持支援システム）

（フロント：ダブルウィッシュボーン式、
リヤ：マルチリンク式）
●4輪ベンチレーテッドディスクブレーキ

スポーツチューンドブレーキ
アテーサE-TS（電子制御トルクスプリット4WD）

●足踏み式パーキングブレーキ（フットリリース式）

インテリジェント クルーズコントロール

●4輪独立懸架サスペンション
（注7）

インセット：50、P.C.D:114.3（5穴）&245/40RF19 94Wランフラットタイヤ

（注8）

18インチアルミホイール（18×7.5J〔クロームカラーコート〕）、
インセット：45、P.C.D:114.3（5穴）&225/50RF18 95Wランフラットタイヤ

（注8）

HEVパワー計

切削光輝17インチアルミホイール（17×7.5J）、

インストルメントパネル内車両情報ツインディスプレイ
（8インチワイド&7インチワイド）

インセット：45、P.C.D：114.3（5穴）&225/55RF17 97Wランフラットタイヤ

（注8）

アルミペダル〈アクセル、
ブレーキ、
フットレスト〉
プレミアムフロアカーペット
（消臭機能付）

空調
インテリジェント
エアコンシステム

安全

運転席・助手席SRSエアバッグ

●全席ELR付3点式シートベルト

運転席・助手席SRSサイドエアバッグ

●2ステージロードリミッター付ダブルプリテンショナー

プラズマクラスター搭載オートエアコン
（肌保湿＊4、除菌＊5機能付）

●エアコン独立温度調整機能〈運転席、助手席〉

SRSカーテンエアバッグ

におい・排出ガス検知式内外気自動切換え機構

●後席用吹出し口

前席緊急ブレーキ感応型プリクラッシュシートベルト
（コンフォート機能付）

シートベルト〈前席〉
●上下調整式シートベルトアンカー〈前席〉
●ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト〈後席左右〉

VDC（ビークルダイナミクスコントロール〔TCS機能含む〕）

高性能フィルター（花粉・におい・アレルゲン対応タイプ）

●チャイルドセーフティドアロック

オートエアコン

ヒルスタートアシスト

●ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー

クリーンフィルター

＊7
インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）/LDW（車線逸脱警報）

●全席シートベルト非着用時警告灯&警告音

＊7
インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）/BSW（後側方車両検知警報）

NissanConnectナビゲーションシステム
メモリータイプ］、ハンズフリーフォン、
ナビゲーション （ツインディスプレイ［ 8インチワイド&7インチワイド、
VICS［ FM 多重］、ボイスコマンド、NissanConnect サービス対応＊6、Bluetooth®対応、
システム
DVD/CD再生機能、ミュージックボックス、USB接続、iPod®対応、TVチューナー（地デジ12
セグ、
ワンセグ）、AM/FMラジオ）
（注2）
（注3）
オーディオ／

BOSE® Performance Series サウンドシステム
（16スピーカー、SurroundStageテクノロジー、AUDIOPILOT®2、Centerpoint®2
バーチャル・サラウンド機能、
アドバンスト・ステージング・テクノロジー）

（注4）
●ETCユニット〈ビルトインタイプ〉

＊7
インテリジェント BUI（後退時衝突防止支援システム）

●リヤガラスアンテナ

＊7
インテリジェント FCW（前方衝突予測警報）

●FMダイバーシティ

インテリジェント エマージェンシーブレーキ＊7

●外部入力端子

（シートベルトリマインダー）
●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）
●歩行者傷害軽減ボディ
（ポップアップエンジンフード付）
●タイヤ空気圧警報システム

ブレーキアシスト

●USB接続（2個）

エマージェンシーストップシグナル
◆

◆

◆

◆

車両接近通報装置
イモビライザー（国土交通省認可品）

スカイラインホログラフィックサウンドシステム
（CD一体AM/FMラジオ、6スピーカー）

セキュリティ&セーフティパック プレミアム

（注10）

アクティブ・ノイズ・コントロール、
アクティブ・サウンド・コントロール
寒冷地仕様
ガンメタリック

内装
フィニッシャー〈インストルメントパネル、
センタークラスター、
ドアトリム〉

本アルミ
本木目

トータルコーディネート室内照明（アウトサイドドアハンドル照明連動）
リヤパーソナルランプ
アンビエントライトシステム
アンビエントLEDライトシステム
（おもてなし間接照明）

◆

◆

◆

◆

●グローブボックス
（ダンパー、照明、
ロック付）
●カップホルダー〈4個〉
●オーバーヘッドコンソール（マップランプ付）
●アシストグリップ（運転席・助手席・後席、
ダンパー付）
●コートハンガー〈後席〉
●ドアポケット〈フロント〉
（ボトルホルダー付）
●ドアステップランプ〈フロント〉●電源ソケット
（1個）
●センターコンソールボックス
●灰皿〈フロント、
リヤ〉、
シガーライター

高濃度不凍液

〈安全装備の注意事項〉＊2「先進安全装備」の「＊7、
＊8、
＊9、
＊10、
＊11、
＊12」をご覧ください。＊3「走行性能」の「＊2、
＊3、
＊4」をご覧ください。＊7「先進安全装備」の「（注）運転支援システムのご注意」をご覧ください。
●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、
ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。◆はセットでメーカーオプションです。＊1 リヤガラスについてはリヤドアガラスよりも色が薄くなります。＊4 効果には個人差や作動条件
3
により差があります。株式会社総合医科学研究所にて試験、
イオン濃度25,000個/cm 、被験者のこめかみの肌水分量を測定。＊5 浮遊菌：約10畳の実験空間での38分後の効果。試験結果は実空間での同様の結果を保証するものではありません。＊6 NissanConnect
サービス内のアプリサービスには対応しておりません。
（注1）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2）DVD/CDはディスクの種類、記録状態
によっては再生できない場合があります。また、DVD-RAMは再生できません。
（注3）NissanConnect サービスの接続に対応する携帯電話につきましては、NissanConnect サービス メンバー専用ページ
（www.nissanconnect.jp）の「適合携帯電話一覧」でご確認
（注4）ETCユニットをご利用いただくには、別途、
「ETCカード」のお申込みと、
セットアップ費用が必要です。
（注5）
シートメインの一部に
ください。iPod®対応機種は日産羅針盤（http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/）でご確認ください。
本革を、その他の部位は人工皮革を使用しています。
（注6）
スクラッチシールドは、
ドアハンドルを除く車体色塗装部位に塗布しております。
（注7）
ハイブリッド車はSPORT、STANDARD、ECO、SNOW、PERSONALの5モードおよび、PERSONALモードでの96特性から
選択が可能です。次世代ターボ車（ダイレクトアダプティブステアリング&アクティブレーンコントロール付）
はSPORT、STANDARD、SNOW、PERSONALの4モードおよび、PERSONALモードでの72特性から選択が可能です。次世代ターボ車はSPORT、STANDARD、
SNOW、PERSONALの4モードおよび、PERSONALモードでの12特性から選択が可能です。
（注8）
スペアタイヤは装着されません。
（注9）4WD車にのみ装備されます。
（注10）
カーアラーム、
セーフティイルミネーション、
ドアミラー自動格納装置、お知らせリモコン、超音波
センサー、傾斜センサー、
バッテリー内蔵サイレンのパックとなります。●本商品にはシャープ株式会社のプラズマクラスター技術を搭載しています。プラズマクラスターマークおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。●ネオソフィールは、
セーレン株式会社の登録商標です。●iPodは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。●BluetoothおよびBluetoothロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●NissanConnectは、
日産自動車株式会社の登録商標です。●BOSE®、
AUDIOPILOT®、Centerpoint®は米国BOSE Corporationの商標です。

主なディーラーオプション
●5YEARS COAT
●ウインドウ撥水 12ヶ月

