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セットメーカーオプション一覧 適用

◆ 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ー＋バックドアオートクロージャー バン AUTECH Exterior Selection

〈安全装備の注意事項〉 ＊1 安全装備はドライバーの安全運転を補助するものであり、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。システムの能力には限界があり、天候や路面
状況などによっては作動しないことがありますので、システムだけに頼った運転はせず、天候や路面状況に合わせた運転、周囲の車両・歩行者の確認、十分な車間距離の確保など、安全運転
を心がけてください。先進技術・機能の設定条件は、車種・グレードにより異なります。詳しくはカーライフアドバイザーまでお問い合わせいただくか、取扱説明書をご覧ください。＊2 モニター
にて確認できる範囲には限界があり、カメラ位置より高い物体は表示されません。必ず車両周辺の安全をミラーや目視で直接確認してください。車両上方から見下ろしたような映像にはつ
なぎ目があり、物やクルマが不連続になるとともに高さのある物体は表示されないことがあります。また、物やクルマが倒れ込み、実際の位置より遠くに表示されることがあります。移動物 
検知機能は、自車周辺の移動物をドライバーにお知らせすることで、安全確認をサポートする機能です。すべての移動物を検知できるわけではありません。また、静止しているものは検知
できません。車両の操作をするときは、周囲の安全をミラーや目視で直接確認してください。 ＊3 車速約10km/hから作動します。歩行者には約10～60km/hの範囲で作動します。＊4 
進行方向の壁や車両などの障害物（前進時・後退時）や歩行者（前進時のみ）を検知。アクセルペダルとブレーキペダルの踏み間違えやブレーキ操作が遅れたときに、ブザーと表示で警告
し、さらに過度な加速の防止や障害物・歩行者への衝突防止を支援します。＊5 運転者が意図せず走行車線から逸脱しそうなとき、運転者が車線内に戻す操作を支援するシステムです。
車速約60km/h以上で作動します。わき見運転やぼんやり運転などの前方不注意および雨、霧などの視界不良による危険を回避するものではありません。周囲の状況に応じてハンド
ル操作を行い、常に安全運転を心がけてください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
◆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一覧」をご覧ください。 ●「メーカーオプション」「NMCオーテック扱いオプション」はご注文時に申し受けます。
メーカーの工場または日産モータースポーツ&カスタマイズで装着するため、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備されません。また、スピーカー、ハーネス、アンテナは装備されます。
（注3）ETC2.0は、日産オリジナルナビゲーション装着車(一部機種除く)のみお選びいただけます。（注4）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5）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6）フロントのみの設定となります。
セカンドシート以降のフロアカーペットについては、ベース車用をお選びください。（注7）完全防水商品ではありません。濡れた物を長時間乗せたままにしないでください。（注8）車両走行
時には必ずカーテンを開け、後方視界を確保してください。後方視界が悪いまま走行すると運転の妨げになり、思わぬ事故の原因となり危険です。（注9）補助パイプを付けた状態でフロント
カーテンを閉じることはできません。フロントカーテンを閉じて使用する場合、補助パイプは取外してください。（注10）標準車にも取付け可能です。（注11）プライバシーシェードは車両走行時
は使用できません。すべて取外してください。（注12）バン プレミアムGXと同仕様となります。（注13）ワゴン GXと同仕様となります。（注14）寒冷地仕様をお選びの場合は、インストセンター
ポケットは装備されません。（注15）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。（注16）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。（注17）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18）容量は標準仕様と同じですが、低温時の始動性能が高いバッテリーです。
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  ｜グレード別装備
視界 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〉

スライドサイドウインドウ　セカンドシート部　両側 （注16） （注16）
スライドサイドウインドウ　セカンド・サードシート部　運転席側
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リヤコンビネーションランプ
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） ダーククロム ダーククロム ダーククロム
ヒーター付ドアミラー
フロントアンダーミラーレス
リヤアンダーミラーレス
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 ＊2

インテリジェント ルームミラー

全車標準装備 ●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〉 ●防眩式ルームミラー 
●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 専用ブラック本革巻ステアリング（ブルーステッチ）
専用本革巻シフトノブ（ブルーステッチ）
AUTECHエンブレム〈センタークラスター〉

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、
オーディオ、ハンズフリーフォン

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
ダークシルバー

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

ファインビジョンメーター
日産オリジナルナビゲーション
日産オリジナルドライブレコーダー（前後セット）
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）
オーディオレス （注2）
スピーカー 4スピーカー 2スピーカー 4スピーカー
ETC2.0/ETCユニット（日産オリジナルナビゲーション用） （注3）
ガラスアンテナ
ロッドアンテナ（フロントピラー）

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） ●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

空調 オートエアコン＋リヤクーラー
リヤヒーター
クリーンフィルタープレミアム

全車標準装備 ●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〉 両席

2層ウレタン構造
両席

2層ウレタン構造
両席

2層ウレタン構造
ヘッドレスト 分割調整式 分割調整式 分割調整式
シートバックポケット 運転席

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
シートバックカップホルダー＋ポケット
2人掛リクライニング（5：5分割式）
分割調整式ヘッドレスト（2個）
シートバックグリップ

サードシート 2人掛リクライニング（5：5分割式）＋1人掛リクライニング
分割調整式ヘッドレスト（3個）
シートバックグリップ
シートバックカップホルダー＋ポケット

フォースシート（4thシート） 2人掛リクライニング（5：5分割式）＋
1人掛リクライニング分割調整式ヘッドレスト（3個）

シート地 専用ブラックレザレットシート「AUTECH」刺繍（ブルーステッチ）
ジャカード織物/トリコット

全車標準装備 ●抗菌仕様〈全席〉 ●前席シートスライド&リクライニング

室内・荷室装備 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）
リヤトリムポケット
スライドドア乗降グリップ フロント、リヤ
スライドドアポケット （注5）
アシストグリップ 助手席・セカンドシート 助手席・セカンドシート 助手席
ラゲッジユーティリティナット キャップ付 キャップ付
ユーティリティフック
ルーフインナーバー
ラゲッジレール
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
ラゲッジランプ
ボディサイドトリム フル フル フル
ルーフトリム フル フル フル
リヤホイールハウストリム（カーペット）
フロアカーペット（下地） カーペット フロント、リヤ フロント、リヤ フロント、リヤ
専用フロントデュアルカーペット（消臭機能付、AUTECHエンブレム付） （注6）
防水ラゲッジマット （注7）
車内カーテン（ブラック） （注8）（注9）
プライバシーシェード（フロントセット） （注10）（注11）
専用ブラックトリム
フロントドアトリム （注12）
フロントドアフルトリム （注13）
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
パーテーションパイプ

全車標準装備
●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） ●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（注14） ●12V電源ソケット1個

タイヤ・ホイール AUTECH専用15インチアルミホイール（切削光輝）（15×5.5JJ）、インセット：45、P.C.D139.7（6穴）&
195/80R15 107/105N LTタイヤ
AUTECH専用15インチアルミホイール（切削光輝）（15×5.5JJ）、インセット：45、P.C.D139.7（6穴）&
195/80R15 96Sタイヤ
タイヤ応急修理キット（スペアタイヤレス） （注15）
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、ホイールナットレンチ兼 ジャッキハンドル、輪止め）
ジャッキ（ジャッキロッド、輪止め）
ホイールナットレンチ兼 ジャッキハンドル
専用センターキャップエンブレム（AUTECHエンブレム付）
専用エアバルブキャップ（AUTECHロゴステッカー付）

外装 AUTECH専用エクステリア フロントグリル
フロントプロテクター
シグネチャーLED
AUTECHエンブレム〈フロント・リヤ〉
エアロパッケージサイドシルプロテクター&
リヤアンダープロテクター&ルーフスポイラー

専用ルーフスポイラー
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
メッキバックドアフィニッシャー ダーククロム 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16）    ◆（注16）
スライドドアオートクロージャー 両側 助手席 ◆ 助手席
バックドアオートクロージャー ◆
専用ナンバープレートリム（AUTECHエンブレム付） （注17）
専用ナンバープレートロック（AUTECHロゴステッカー付） （注17）
専用プラスチックバイザー（AUTECHエンブレム付）

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＊1 ＊3＋
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）
フロント&バックソナー
踏み間違い衝突防止アシスト＊1 ＊4

標識検知機能（進入禁止・一時停止・最高速度標識検知）＊1

LDW（車線逸脱警報）＊1 ＊5

インテリジェント DA（ふらつき警報）＊1

ABS（アンチロックブレーキシステム）
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（中央席は2点式）
運転席・助手席ELR付3点式シートベルト
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
客席ELR付3点式シートベルト

全車標準装備 ●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〉 ●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）

寒冷地仕様 高濃度不凍液、PTC素子ヒーター、ラジエーターシャッター、寒冷地対応バッテリー（ディーゼル車 注18）
ディーゼル車 ディーゼル車（4WD） ヒーター付シート（運転席、助手席）

 AUTECH特別装備　  標準装備　
 メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）
 NMCオーテック扱いオプション（ご注文時に申し受けます）
 ディーラーオプション　  NMCオーテック扱いディーラーオプション

■キャラバン 「AUTECH」 主要装備一覧



■キャラバン 「AUTECH」 主要諸元

●「AUTECH」は全車持込み登録でNMCオーテック扱いとなります。登録時の車両重量等は、実測値が適用されますので、
主要諸元（設計値）とは異なる場合があります。●エンジン主要諸元、変速比・最終減速比はベース車と同仕様です。尚、ベース車
の諸元は、「キャラバン バン/ワゴン/マイクロバス 主要諸元」の「エンジン主要諸元」「変速比・最終減速比」をご覧ください。
※「AUTECH」はエアロパッケージをお選びいただいた場合は、縁石や段差の大きな場所や不整地路等では、路面と干渉する
場合があります。あらかじめご了承ください。

仕様 AUTECH
車型 バン ワゴン
駆動方式 2WD 4WD 2WD
ボディ長 ロングボディ
ボディ幅 / ルーフ形状 標準幅/標準ルーフ
フロア形状 低床
定員 2/3/5人 10人

グレード AUTECH
AUTECH
 Exterior
Selection

AUTECH
AUTECH
 Exterior
Selection

AUTECH
AUTECH
 Exterior
Selection

AUTECH
 Exterior
Selection

ベースグレード プレミアムGX プレミアムGX プレミアムGX プレミアムGX プレミアムGX プレミアムGX GX
ドア数 5ドア 4ドア
エンジン QR20DE 4N16 4N16 QR25DE
ベース車  車名型式 ニッサン 3BF-VR2E26 ニッサン 3DF-VN2E26 ニッサン 3DF-VN6E26 ニッサン 3BA-KS2E26
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）
ナンバープレート番号 4ナンバー 3ナンバー
寸法
全長×全幅×全高 mm 4695×1695×1990 4695×1695×1990
室内長 mm 3050/1860 3765
室内幅 mm 1520/1525 1520/1525 1520/1525 1545
室内高 mm 1325 1320 1320 1325
ホイールベース mm 2555
トレッド 前/後 mm 1475/1450 1475/1450 1470/1450 1475/1450
最低地上高 mm 170 160 170 170
床面地上高 mm 625 625
重量・定員
車両重量 kg 1820 1820 2000 2000 2110 2110 1910
乗車定員 名 2/3/5 10
最大積載量 kg 1000/950/850 ー
車両総重量 kg 2930/2935/2945 3110/3115/3125 3220/3225/3235 2460
性能
最小回転半径 m 5.2 5.7 5.2

タイヤ 前／後 195/80R15 107/105N LT 195/80R15 96S


