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｜グレード別装備オプション
視界 ハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベライザー付）

LEDヘッドランプ（ハイ/ロービーム、オートレベライザー付） 
ハイビームアシスト
LEDフォグランプ
オートライトシステム
サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー（メッキ） クロム ダーククロム クロム ダーククロム
ヒーター付ドアミラー
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）＊1
インテリジェント ルームミラー

全車標準装備

●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〉 ●スーパーUVカットグリーンガラス〈フロント〉 ●UVカットグ
リーンガラス〈フロントドア〉 ●スライドサイドウインドウ セカンドシート部 両側（注6） ●LEDリヤコンビネーションランプ ●防眩式ルーム
ミラー ●フロントアンダーミラーレス ●リヤアンダーミラーレス ●フロント無段間けつ式ワイパー（ウォッシャー連動） ●リヤ間けつ式ワ
イパー＋リヤデフォッガー

運転席まわり 本革ステアリング&シフトノブ（カッパーブラウンステッチ）
ステアリングスイッチ（アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定）
ステアリングフィニッシャー/ATフィ 
ニッシャー（本体：ピアノブラック調加飾）

サテンクロム
ダーク サテンクロム

前席吹き出し口加飾 サテンクロム
カッパーブラウン

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2個）&プッシュエンジンスターター（スイッチ照明付） （注1） 
アドバンスドドライブアシスト
ディスプレイ（5インチTFTカラー） ドライブコンピューター付、標識検知、外気温度

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

全車標準装備

●抗菌仕様〈ステアリング〉 ●油圧パワーステアリング ●チルトステアリング（手動） ●足踏み式パーキングブレーキ（フットリリース式） ●
フットレスト ●集中ドアロック〈助手席ドア、スライドドア〉 ●ファインビジョンメーター ●前席パワーウインドウ（運転席：ワンタッチ、前席：
キーオフ後作動、挟み込み防止機構付、スイッチ照明付） ●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 ●ヘッ
ドランプ消し忘れ&キー忘れ警報 ●タコメーター ●オド・トリップメーター ●ガラスアンテナ

空調 オートエアコン＋リヤクーラー
全車標準装備 ●リヤヒーター ●クリーンフィルター

シート フロントシート スパイナルサポート機能付きシート〈運転席・助手席〉 2層ウレタン構造
助手席シートスライド
ヘッドレスト 分割調整式 分割調整式 分割調整式 分割調整式

セカンドシート 5：5分割式、リクライニング
分割調整式ピロー（2個）
折りたたみシート

シート地 ジャカード織物/トリコット
ジャカード織物/合皮

全車標準装備 ●抗菌仕様〈全席〉 ●前席シート（リクライニング） ●運転席シートスライド ●シートバックポケット（運転席、助手席）

室内・荷室装備 ラゲッジユーティリティナット キャップ付 キャップ付 キャップ付 キャップ付
マップランプ＋ルームランプ〈フロント〉
ルームランプ〈リヤ〉 2個 2個 2個 2個
ボディサイドトリム フル フル フル フル
ルーフトリム フル フル フル フル
フロアカーペット（下地） フロント・リヤ フロント・リヤ フロント フロント
インサイドフロントドアハンドル（クローム）
スライドドアステップトリム 大型一体 大型一体 大型一体 大型一体
マルチベッド フロアパネル

跳ね上げ式ベッド
脱着式テーブル（高さ調整機能付）

トランスポーター フロア床張り
ベッドシステム（サイドボックス付）
サイドボックス

プライバシーシェード
車内カーテン

全車標準装備

●マルチセンターコンソール（運転席・助手席アームレスト機能、格納式後席テーブル機能、カップホルダー2個、カードホルダー付） ●イン
ストカップホルダー（2個） ●フロントドアポケット ●インストロアトレイ ●グローブボックス（リッド付）●ドライバーズポケット（注3） ●スラ
イドドアポケット（注4） ●前席サンバイザー（運転席：チケットホルダー付） ●乗降グリップ（前席） ●アシストグリップ〈助手席・セカンドシー
ト〉 ●パーテーションパイプ ●ラゲッジランプ ●フロントドアトリム（注5） ●リヤホイールハウストリム（カーペット） ●バックドアトリムボー
ド ●インサイドバックドアハンドル ●バックドアアシストベルト ●インストセンターポケット ●12V電源ソケット（1個）

タイヤ・ホイール 195/80R15 107/105N　 LT タイヤ&フルホイールカバー（15×5.5JJ）、インセット：45、P.C.D139.7（6穴）
全車標準装備 ●フルホイールカバー ●スペアタイヤ（スチールホイール） ●ジャッキ（ジャッキロッド、ハンドル兼ホイールナットレンチ、輪止め）

外装 フロント・リヤカラードバンパー
カラードスライドドアレール
カラードインレットグリル
カラードドアハンドル
メッキグリル クロム ダーククロム クロム ダーククロム
メッキバックドアフィニッシャー ダーククロム ダーククロム
ワンタッチオートスライドドア〈助手席側〉（挟み込み防止機構付） （注6） ◆1 ◆1
スライドドアオートクロージャー ◆1 助手席 両側 ◆1 助手席 両側
バックドアオートクロージャー ◆1 ◆1

マルチベッド トランスポーター

プレミアム
GX

5人乗

GRAND
プレミアムGX

5人乗

プレミアム
GX

5人乗

GRAND
プレミアムGX

5人乗車種

｜グレード別装備オプション
安全/
メカニズム

インテリジェント エマージェンシーブレーキ＊2＋VDC（ビークルダイナミクスコントロール
［TCS機能含む］）＋ヒルスタートアシスト＋EBD（電子制御制動力配分システム）
踏み間違い衝突防止アシスト＊3

標識検知機能（進入禁止・一時停止・最高速度標識検知）＊4

LDW（車線逸脱警報）＊5

インテリジェント DA（ふらつき警報）＊4
後席ELR付3点式シートベルト（中央席は2点式） セカンドシート セカンドシート セカンドシート セカンドシート

全車標準装備

●ABS（アンチロックブレーキシステム） ●ベンチレーテッドディスクブレーキ〈フロント〉 ●スタビライザー〈フロント〉 ●エンジンイモビ
ライザー（国土交通省認可品） ●チャイルドセーフティドアロック（スライドドア） ●SRSエアバッグ〈運転席〉＋2ステージロードリミッター
付プリテンショナーシートベルト ●SRSエアバッグ〈助手席〉＋2ステージロードリミッター付プリテンショナーシートベルト ●前席ELR付3
点式シートベルト ●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音 ●LED式ハイマウントストップランプ ●7速AT（マニュアルモード付）

■主要装備一覧  標準装備　  メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）　  架装標準装備　  オーテックジャパン扱いディーラーオプション　  架装専用オプション（ご注文時に申し受けます）

〈安全装備の注意事項〉＊1～5 先進安全装備ページの各機能注記をご覧ください。
◆1はそれぞれセットでメーカーオプションです。詳しくは上記「セットメーカーオプション」をご覧ください。●「架装オプション」「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。
（注1）インテリジェントキーは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2）オーディオレス車にはカバーは装着され
ません。また、スピーカー、ハーネス、アンテナは装着されます。（注3）ディーラーオプションのETC（ビルトインタイプ）装着時は、ドライバーズポケットは
装備されません。（注4）ワンタッチオートスライドドア〈助手席側〉（挟み込み防止機構付）をお選びの場合は、スライドドアポケットは装備されません。
（注5）マルチベッド、トランスポーターは上級仕様となります。（注6）ワンタッチオートスライドドア〈助手席側〉（挟み込み防止機構付）をお選びの場合は、
スライドサイドウインドウ〈セカンドシート〉は運転席側のみの装備となります。

セットメーカーオプション
◆1 ワンタッチオートスライドドア〈助手席側〉（挟み込み防止機構付）＋スライドドアオートクロージャ―〈助手席側〉＋バックドアオートクロージャ―

車種 仕様 マルチベッド トランスポーター（ベッド無車） トランスポーター（ベッド付車）
グレード プレミアムGX GRAND プレミアムGX プレミアムGX GRAND プレミアムGX プレミアムGX GRAND プレミアムGX
ボディ長 ロングボディ ロングボディ ロングボディ
ルーフ形状 標準ルーフ 標準ルーフ 標準ルーフ
駆動方式 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD

ナンバープレート番号 4 4 4
ドア数 5ドア 5ドア 5ドア
エンジン QR20DE QR20DE QR20DE QR20DE QR20DE QR20DE

車名型式 ニッサン
3BF-VR2E26

ニッサン
3BF-VR2E26

ニッサン
3BF-VR2E26

ニッサン
3BF-VR2E26

ニッサン
3BF-VR2E26

ニッサン
3BF-VR2E26

ミッション マニュアルモード付　フルレンジ電子制御
7速オートマチック（7M-ATx）

マニュアルモード付　フルレンジ電子制御
7速オートマチック（7M-ATx）

マニュアルモード付　フルレンジ電子制御
7速オートマチック（7M-ATx）

寸法 全長×全幅×全高 mm 4695×1695×1990 4695×1695×1990 4695×1695×1990
荷室長 mm 3050（1860） 3050（1860） 3050（1860）
荷室幅 mm 1520 1520 1520
荷室高 mm 1290 1290 1290
ホイールベース mm 2555 2555 2555
トレッド　前/後 mm 1475/1450 1475/1450 1475/1450
最低地上高 mm 170 170 170
床面地上高 mm 625 625 625

重量・定員 車両重量 kg 1880 1880 1910
乗車定員 人 2/3/5人 2/3/5人 2/3/5人
最大積載量 kg 1000/950/850 1000/950/850 1000/950/850
車両総重量 kg 2990/2995/3005 2990/2995/3005 3010/3015/3025

性能 最小回転半径 m 5.2 5.2 5.2
諸装置 駆動方式 後輪駆動 後輪駆動 後輪駆動

ステアリングギア形式 ラック&ピニオン式 ラック&ピニオン式 ラック&ピニオン式

サスペンション 前/後 ダブルウィッシュボーン式/
リジッドリーフ式

ダブルウィッシュボーン式/
リジッドリーフ式

ダブルウィッシュボーン式/
リジッドリーフ式

主ブレーキ 前/後 ベンチレーテッドディスク式/
リーディングトレーリング式

ベンチレーテッドディスク式/
リーディングトレーリング式

ベンチレーテッドディスク式/
リーディングトレーリング式

タイヤ 前/後 195/80R15 107/105N  LT（前後） 195/80R15 107/105N LT（前後） 195/80R15 107/105N LT（前後）

■主要諸元 （  ）内数値はシート展開時

●本車両は持込み登録でオーテックジャパン扱いとなります。


