
AUTECH

7人乗り

2WD/4WD

VQ35DE QR25DE

ベース車 350Highway STAR 250Highway STAR S

グレード別装備

■  視界

LEDヘッドランプ（ハイ/ロービーム、オートレベライザー付、シグネチャーLEDポジションランプ付）
アクティブAFS
ハイビームアシスト 
ハロゲンフォグランプ
AUTECH専用シグネチャーLED
AUTECH専用サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー（メタル調フィニッシュ）
リバース連動下向ドアミラー
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＊2 （注1）
コミュニケーションミラー
LEDハイマウントストップランプ（クリアタイプ）
ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー

全車標準装備
●スーパーUVカットグリーンガラス（フロントトップシェード付） ●UVカット断熱グリーンガラス〈フロントドアア&クオーターガラス〉 
●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〉 ●熱線リヤウインドウ（タイマー付）  ●防眩式ルームミラー 
●インテリジェント オートライトシステム（フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付） ●無段間けつ式ワイパー ●リヤ間けつ式ワイパー

■  運転席まわり

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、 インテリジェント クルーズコントロール  
オーディオ、ナビ、ボイスコマンド、ハンズフリーフォン

ECOモードスイッチ・ インジケーター
AUTECH専用本革巻・木目調コンビステアリング（ブルーステッチ）
AUTECH専用本革巻シフトノブ（ブルーステッチ）
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） （注2）
プッシュエンジンスターター（スイッチ照明付）
ファインビジョンメーター
アドバンスドドライブアシストディスプレイ（5インチカラーディスプレイ）
駆動モード切替スイッチ（2WD/AUTO/LOCK） 4WD 4WD

全車標準装備
●電動油圧パワーステアリング（車速感応式） ●チルト&テレスコピックステアリング ●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
●パワーウインドウ〈フロントドア、スライドドア〉（運転席：ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付） ●集中ドアロック ●車速感応オート集中ドアロック 
●衝撃感知式ドアロック解除システム ●フューエルフィラーリッドオープナー ●前席サンバイザー（バニティミラー、照明付） ●シフトポジションインジケーター

■  空調

オートエアコン
エアコン独立温度調整機能（運転席、助手席、後席）（2列目コントロールスイッチ&ディスプレイ付）

インテリジェント
エアコンシステム
（ワンタッチクリーン
スイッチ付）

プラズマクラスター技術搭載オートエアコン（肌保湿＊3機能付）
内外気自動切換え機構（におい ・ 排ガス検知）
高性能フィルター（花粉 ・ におい ・ アレルゲン対応タイプ） （注3）
クリーンフィルタープレミアム

■  オーディオ/ナビゲーションシステム
オーディオレス＋6スピーカー （注4）
日産オリジナルナビゲーション取付パッケージ（GPSアンテナ、TVアンテナ、TVアンテナ用ハーネス、USB電源ソケット×3）
日産オリジナルナビゲーション（メモリータイプ ： 10インチワイドディスプレイ）
後席専用モニター（ルーフ取付タイプ ： 11インチワイドHD液晶モニター）
ETC2.0/ETCユニット （注5）
全車標準装備 ●ガラスアンテナ ●FMダイバーシティ

■  内装 /シート
ラゲッジアンダーボックス
ロールサンシェード〈セカンド ・ サード〉
フロントセンターコンソール（引き出し式ボックス付）

カップホルダー フロント〈インスト2個、フロントセンターコンソール前端2個〉
セカンド〈フロントセンターコンソール後端2個〉
サード〈サイド4個〉（シートサイドトレイ付）

カップホルダー付シートサイドテーブル
パーソナルランプ〈セカンド・ サード左右〉
AUTECH専用
インテリア

ブラックレザーシート＊4（「AUTECH」刺繍、ブルーステッチ、専用キルティング）
ドアトリム〈フロントドア・スライドドア〉（ブルーステッチ）

フィニッシャー 木目調（ブラックウッド）：インスト、セカンドシートサイドテーブル
ピアノブラック：フロントセンターコンソール、インサイドドアハンドル、パワーウインドウスイッチ

AUTECHエンブレム〈センタークラスター〉
フロントシート パーソナルドライビングポジションメモリーシステム（運転席 ・ ドアミラー、インテリジェントキー連動）

運転席パワーシート（スライド、リクライニング、前後独立リフター、ランバーサポート）
助手席パワーシート（スライド、リクライニング、オットマン）
助手席オットマン
前席クイックコンフォートシートヒーター

セカンドシート コンフォタブルキャプテンシート（ロングスライド、シートバック中折れ機能、オットマン、
カップホルダー4個付シートサイドテーブル、角度調整式アームレスト付）

サードシート ストラップ式可倒シート
（スライド、リクライニング、センターアームレスト、センターヘッドレスト、左右独立6:4分割式）

専用フロアカーペット（エクセレント：吸音・消臭機能付　AUTECHエンブレム付）
専用ラゲッジカーペット（エクセレント：消臭機能付　AUTECH刺繍付）

全車標準装備

●前席シートバックポケット ●フロントドアポケット（ボトルホルダー付） ●スライドドアポケット（ボトルホルダー付） ●リッド付ポケット 
●コンソールトレイ ●マップランプ ●ラゲッジランプ ●前席間接照明〈センタークラスター、コンソール〉 ●運転席アンダーポケット ●コートハンガー〈セカンド・サード左右〉 
●足元照明〈運転席・助手席〉 ●ステップランプ〈運転席・助手席〉 ●電源ソケット〈センタークラスター1個、ラゲッジサイド1個〉 ●ラゲッジフック（4個） 
●シートサイドトレイ〈サード〉 ●乗降用グリップ〈セカンド左右〉 ●運転席シートリフター ●運転席・助手席アームレスト（角度調整式）

■  外装

ツインサンルーフ（フロント、リヤ ： 電動チルトアップ&スライド、UVカット断熱機能付プライバシーガラス） 2WD
スライドドア ワンタッチオートスライドドア〈助手席側〉

（ワンタッチアンロック、全ドア連動ロック機能 （注6）、挟み込み防止機構付）
ワンタッチオートスライドドア〈運転席側〉
（ワンタッチアンロック、全ドア連動ロック機能 （注6）、挟み込み防止機構付）
スライドドアオートクロージャー〈両側〉

バックドア バックドアオートクロージャー（ワンタッチアンロック機能付）
リモコンオートバックドア（ワンタッチアンロック機能、挟み込み防止機構付）

AUTECH専用
エクステリア

ダーククロム フロントグリル
フロントプロテクター（メタル調フィニッシュ）
サイドシルプロテクター（メタル調フィニッシュ）
リヤバンパーフィニッシャー（メタル調フィニッシュ）
ダーククロム フォグランプフィニッシャー
リヤコンビネーションランプ（クリアブラックタイプ）
AUTECHエンブレム〈フロント・リヤ〉

リヤエアロバンパー
リヤスポイラー
専用大型ルーフスポイラー （注7）
スクラッチシールド
専用プラスチックバイザー（AUTECHエンブレム付）
全車標準装備 ●アウトサイドメッキドアハンドル

■  タイヤ&ホイール
AUTECH専用18インチアルミホイール（切削光輝）（18×7.5J）、インセット：55、P.C.D：114.3（5穴）&225/55R18タイヤ
タイヤパンク応急修理キット（スペアタイヤレス） （注8）

■  安全 /メカニズム
運転席・  助手席SRSエアバッグシステム
SRSカーテンエアバッグシステム&運転席 ・ 助手席SRSサイド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）
VDC（ビークルダイナミクスコントロール［TCS機能を含む］）＋ブレーキLSD
インテリジェント エマージェンシーブレーキ＊1＊5

インテリジェント クルーズコントロール＊1＊6

インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）＊1＊7

LDW（車線逸脱警報）＊1＊7

インテリジェント FCW（前方衝突予測警報）＊1 （注9）
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）＊1＊8

RCTA（後退時車両検知警報）＊1＊9

踏み間違い衝突防止アシスト＊1＊10

標識検知機能（進入禁止標識検知、最高速度標識検知、一時停止標識検知）
フロント&バックソナー
前席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
4輪独立懸架サスペンション（フロント ： ストラット式、リヤ ： マルチリンク式）
フロントスタビライザー
リヤスタビライザー
イモビライザー（国土交通省認可品）
ALL MODE 4×4 4WD 4WD

全車標準装備
●全席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（シートベルトリマインダー） ●前席・セカンドシート左右席上下調整式シートベルトアンカー 
●前席アクティブヘッドレスト ●セカンドシートISO FIX対応チャイルドシート用アンカー〈左右席〉 ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ ●リヤベンチレーテッドディスクブレーキ 
●ブレーキアシスト ●燃料残量警告灯 ●半ドア警告表示 ●外気温計 ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●キー忘れ警報 ●パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ●チャイルドセーフティドアロック

■  寒冷地仕様

ヒーター付ドアミラー 4WD 4WD

大型バッテリー、高濃度不凍液

 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）

 ディーラーオプション　  オーテック扱いオプション（ご注文時に申し受けます）

 オーテック扱いディーラーオプション

〈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。 ＊5 約10～80km/hの範囲で作動します。歩行者に対しては、約60km/h以上では作動しません。 ＊6 インテリジェント クルーズコントロールは高速道路や自動車専用道
路で使用してください。一般道での使用は思わぬ事故につながるおそれがありますので使用しないでください。脇見運転やぼんやり運転などの前方不注意および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。先行車との車間距離、周囲の状況に応じてブレーキペダルを踏んで減速するなどして車間距離を確保し、安全運転に心がけてください。インテリジェント クルーズコントロー
ルの性能には限界がありますので、システムだけに頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。作動には一定の条件があります。機能の詳細は、取扱説明書をご確認ください。 ＊7 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。脇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。 ＊8 インテリジェント BSI／BSWは、ドアミラーによる周囲の検知を代わりに行ったり、車両や障害物との接触を防ぐ機能ではありません。車線変更
を行うときは、機能に頼った確認をせず、必ずドアミラーおよびルームミラーで側方および後方の安全を確認してください。BSWは車速約30km/h以上、インテリジェント BSIは約60km/h以上で
走行中に作動します。検知範囲は、自車両のドアミラーからリヤバンパーの後方約3m、車両の側面から横方向に約3mです。レーダーセンサーおよびカメラには限界がありますので、機能を過信しな
いでください。条件によって、車両が検知できない場合があります。機能のON/OFFを切り替えることができます。 ＊9 ドライバーの代わりに周囲を確認したり、車両と障害物との接触を防いだりする
機能ではありません。駐車スペースから後退するときは、機能に頼らず、必ずドライバー自身で周囲の安全を確認してください。シフトポジションがRで、自車車速約8km/h以下のとき作動します。約
20m先から近づいてくる車両を検知します。 ＊10 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、警報音と表示で警告し、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。
●「メーカーオプション」「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）ディーラーオプションナビを同時取得した場合、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）の画面表示は、ルームミラー、もしくはナビ画面のどちらか一方に表示されます。
（注2）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3）ディーラーオプションの商品名は「クリーンフィルター（花粉・におい・アレルゲン対応タイプ）」です。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4）オーディオレス車にはカバーは装備されません。（注5）ETC2.0は日産オリジナルナビゲーション装着車（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6）スライドドアが開いている状態の時に機能します。（注7）専用大型ルーフスポイラーには、スクラッチシールドは塗布されていません。（注8）タイヤパンク応急修理キットは、ラゲッジサイドボックス
（左）に収納されます。なお、タイヤパンク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9）車速5km/h以上で作動します。
●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登録商標です。
●ディーラーオプションの詳細につきましては、オプショナルパーツカタログをご覧ください。
＊3 効果には個人差や作動条件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/cm3、被験者のこめかみの肌水分量を測定。
＊4 シートメインの一部、シートバック、シートサイド、アームレストおよびヘッドレストに人工皮革を使用しています。
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エルグランド  A U T E C H  主要装備一覧



エ ンジン 主 要 諸 元
 VQ35DE  QR25DE 
 DOHC・V型6気筒 DOHC・直列4気筒
 95.5×81.4 89.0×100.0
 3.498 2.488
 10.3 9.6
 206（280）/6400 125（170）/5600
 344（35.1）/4400 245（25.0）/3900

ニッサンEGI（ECCS）電子制御燃料噴射装置
 無鉛プレミアムガソリン・73 無鉛レギュラーガソリン・73

型式
種類・シリンダー数
シリンダー 内径×行程 mm
総排気量 L
圧縮比
最高出力 kW（PS）/rpm
最大トルク N・m（kgf・m）/rpm
燃料供給装置
使用燃料・タンク容量 L

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以
外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

●VQ35DEエンジンには無鉛プレミアムガソリンをご使用ください。なお無鉛プレミアムガソリンが入手できない場合、レギュラーガソリンも使用できます
がエンジン出力低下等の現象が発生します。
〈国際単位系（SI=エスアイ）によるエンジン出力・トルクの表記について〉
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW（キロワット）」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m（ニュートンメートル）」
のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次の通りです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。 1PS=0.7355kW　
1kgf・m=9.80665N・m

変 速 比・最 終 減 速 比

エクストロニックCVT-M6
〈6速マニュアルモード付無段変速機〉

 2WD 4WD 2WD 4WD 2WD 4WD 2WD 4WD
 VQ35DE QR25DE
 Dレンジ時 マニュアルモード時＊ Dレンジ時 マニュアルモード時＊
  2.371   2.349 
 2.371 1.558  2.349 1.237 
 

～

 1.133  

～

 1.007
  0.919   0.801
 0.439 0.702  0.394 0.631 
  0.439   0.408
 1.766  1.750 
 5.623  6.120

トランスミッション

変速比 第1速
 第2速
 第3速
 第4速
 第5速
 第6速
 後  退
最終減速比
＊マニュアルモード時の各変速ポジションにおける代表的な変速比です。

2WD 4WD
 エクストロニックCVT-M6〈6速マニュアルモード付無段変速機〉

VQ35DE QR25DE VQ35DE QR25DE
ベース車 車名型式 ニッサン 5BA-PE52 ニッサン 5BA-TE52 ニッサン 5BA-PNE52 ニッサン 5BA-TNE52
寸法

全長 mm 5020 5020 5020 5020
全幅 mm 1850 1850 1850 1850
全高＊ mm 1815 1815 1815 1815
室内寸法　長 mm 3025 3025 3025 3025
室内寸法　幅 mm 1580 1580 1580 1580
室内寸法　高 mm
（ツインサンルーフ装着時）

1300
（1270）

1300
（1270）

1300
（1270）

1300 

ホイールベース mm 3000 3000 3000 3000
トレッド　前 mm 1600 1600 1600 1600
トレッド　後 mm 1600 1600 1600 1600
最低地上高 mm 150 150 150 150

重量・定員

車両重量 kg 2020 1950 2080 2020
車両総重量 kg 2405 2335 2465 2405
乗車定員 名 7 7 7 7

性能

最小回転半径 m 5.7 5.7 5.7 5.7

主要燃費向上対策 可変バルブタイミング、自動無段変速機（CVT）、電動油圧パワーステアリング、充電制御

諸装置

駆動方式 前輪駆動 4輪駆動
ステアリングギヤ形式 ラック&ピニオン式
サスペンション　前 独立懸架ストラット式
サスペンション　後 独立懸架マルチリンク式
主ブレーキ　前 ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ　後 ベンチレーテッドディスク式
タイヤ　前・後 225/55R18 98V

※AUTECHは専用エアロパーツ装着のため、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。あらかじめご承知おきください。
＊オーテック扱いオプションの「専用大型ルーフスポイラー」の装着に伴う、全高の変更はありません。●AUTECHは持込み登録で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）と異なる場合があります。そのため重量税額が変わる場合があります。

エルグランド  A U T E C H  主要諸元




