
車種

e-POWER
XV エアロ XV エアロ

2WD 2WD/4WD
HR12DE-EM57 MR20DD-SM24

7人乗り 8人乗り
  ｜グレード別装備

視界 ハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベライザー付）
ハロゲンフォグランプ〈フロントバンパー組込み〉
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） ◆1 ◆1
LEDフォグランプ〈フロントバンパー組込み〉 ◆1 ◆1
ハイビームアシスト＊1

アダプティブLEDヘッドライトシステム＊1 （注1） ◆1 ◆1
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
サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー（キーロック連動格納機能付）
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）
IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス〈フロントドア〉
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）＊2 （注2） ◆2、3 ◆2、3
インテリジェント ルームミラー ◆3 ◆3
バックビューモニター （注9）

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カット断熱グリーンガラス〈フロントクォーター〉 
●プライバシーガラス（UVカット断熱機能付）〈スライドドア、リヤクォーター、バックドア〉 ●フロント車速感知無段間けつ式ワイパー（ミスト機能付） 
●リヤ間けつ式ワイパー（リバース連動付） ●熱線リヤウインドウ（タイマー付） ●防眩式ルームミラー

運転席まわり 本革巻3本スポークステアリング ◆4 2WD◆4 4WD◆5
ステアリングヒーター ◆4 2WD◆4 4WD◆5
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、クルーズコントロール、オーディオ）

（アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、プロパイロット、オーディオ） ◆3 ◆3
電制シフト
プッシュパワースターター（スイッチ照明付）
プッシュエンジンスターター（スイッチ照明付）
インテリジェントキー（運転席･助手席･バックドア検知、キー2個） （注10）
e-POWERモードスイッチ・インジケーター
マナーモードスイッチ、チャージモードスイッチ
ECOモードスイッチ・インジケーター
アドバンスドドライブアシストディスプレイ（7インチカラーディスプレイ）（パワーメーター、
エネルギーフローメーター、バッテリー残量計、ドライビングコンピューター付、時計、外気温表示）

アドバンスドドライブアシストディスプレイ（7インチカラーディスプレイ）（ドライビングコンピューター付、
時計、外気温表示）
ピアノ調センタークラスターフィニッシャー
電動パーキングブレーキ ◆3 ◆3
オートブレーキホールド ◆3 ◆3

全車標準装備

●抗菌仕様〈ステアリング・シフトノブ〉 ●車速感応式電動パワーステアリング ●チルト･テレスコピックステアリング ●燃料残量警告灯 ●半ドア警告灯
●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 ●シルバーリング付エアコン吹き出し口 
●パワーウインドウ〈フロントドア、スライドドア〉（運転席はワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付） ●フューエルフィラーリッドオープナー
●足踏み式パーキングブレーキ（フットリリース式）（注11） ●マップランプ（ドア連動） ●前席サンバイザー（運転席バニティミラー、チケットホルダー付、助手席バニティミラー付）
●集中ドアロック ●デジタル速度計

空調 オートエアコン＋リヤクーラー （注3） 2WD
オートデュアルエアコン （注4） ◆4、6 2WD◆4、6 4WD
リヤヒーターダクト ◆4、6 2WD◆4、6 4WD
クリーンフィルター（脱臭機能付）
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

オーディオレス＋4スピーカー  （注5）
日産オリジナルナビ取付パッケージ（ステアリングスイッチ（オーディオ）、6スピーカー、TVアンテナ、
GPSアンテナ、リヤビューモニター用プリハーネス）
日産オリジナルナビゲーション
後席専用モニター （注12）
ETC2.0 （注12）
日産オリジナルドライブレコーダー（フロント＋リヤ）

全車標準装備 ●ガラスアンテナ

内装 ロールサンシェード（セカンド）

パーソナルテーブル 〈セカンド左右〉（カップホルダー各2個、折りたたみ格納式）、
〈サード左右〉（カップホルダー各1個、折りたたみ格納式）

カップホルダー 12個〈フロント2個、セカンド4個、サード6個〉
フロントセンタートレイ（LED間接照明付）
USB電源ソケット〈前席1個〉
USB電源ソケット〈セカンド･サード各2個〉
大型乗降用グリップ〈助手席〉 （注13）
フロアカーペット（エクセレント：吸遮音･消臭機能付）
ラゲッジパック（ラゲッジカーペット＋マルチラゲッジネット＋ラゲッジアンダーボックストレイ）
インテリアLEDバルブパック（LEDバルブパック 1列目用＋2列目用＋ラゲッジルーム用）
シリコンテーブルマット

全車標準装備
●運転席/助手席アッパーボックス ●助手席トレイ ●照明付インストセンタートレイ ●運転席ロアボックス ●アシストグリップ〈運転席、助手席、セカンド、サード〉
●乗降用グリップ〈セカンド〉 ●電源ソケット（DC12V） ●大容量グローブボックス（ダンパー付） ●ラゲッジフック〈フロア部4個、ピラー部2個〉 ●大容量ラゲッジアンダーボックス 
●ルームランプ（マップランプ兼用） ●フロントドアポケット（ボトルホルダー付） ●リヤドアボトルホルダー ●コンビニフック〈インストロアカップホルダー部〉

シート シート地 織物/トリコット
防水シート（ネオソフィール®/パートナー®コンビシート） （注6）

セカンドシート キャプテンシート
右 超ロングスライド＋横スライド

中央 スマートマルチセンターシート（ティッシュボックス、アームレスト、
可倒式、ヘッドレスト付）

左 超ロングスライド＋横スライド
サードシート スマートアップサードシート（低位置格納式）

スライド

アームレスト 運転席･助手席 
セカンドシート 運転席･助手席

シートバックフック 8個〈運転席、助手席各2個、セカンド（左右）各2個〉
抗菌仕様〈全席〉 （注7）
前席クイックコンフォートヒーター付シート ◆4 2WD◆4 4WD◆5
シートバックポケット〈運転席･助手席〉（スマートフォン･タブレット収納付）

全車標準装備 ●運転席シートリフター ●上下調整式ヘッドレスト〈運転席･助手席、セカンド2個〉 ●サードシートヘッドレスト〈3個〉 ●シートバックポケット〈助手席〉

外装/
タイヤ･ホイール

e-POWER専用外装（フロントブルーグリル、リヤサイドスポイラー、e-POWERエンブレム）
特別仕様車専用フロントバンパー
リヤエアロバンパー
サイドシルプロテクター
スライドドア スライドドアオートクロージャー〈両側〉

ワンタッチオートスライドドア〈両側〉（挟み込み防止機構付）
サードシート用助手席側オートスライドドアスイッチ
全ドア連動ロック機能
ドアストップ機能

ロングステップ&ステップイルミネーション＊11

デュアルバックドア
195/60R16 89Hタイヤ 16インチアルミホイール（16×6.0J）、インセット45、P.C.D114.3（5穴） 2WD
195/65R15 91Sタイヤ e-POWER専用15インチアルミホイール（15×5.5J）、インセット45、P.C.D114.3（5穴）

15インチアルミホイール（15×5.5J）、インセット45、P.C.D114.3（5穴） 4WD
タイヤ応急修理キット（スペアタイヤレス） （注14）
ジャッキ

全車標準装備 ●アウトサイドドアハンドル（メッキ） ●ルーフスポイラー ●バックドアフィニッシャー（メッキ）

安全/メカニズム プロパイロット＊3 ◆3 ◆3
アイドリングストップ （注8）
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
インテリジェント エマージェンシーブレーキ＊4

インテリジェント FCW（前方衝突予測警報）＊5

インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）＊6＋LDW（車線逸脱警報）＊6

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

RCTA（後退時車両検知警報）＊8

インテリジェント DA（ふらつき警報）＊9 ◆2、3 ◆2、3
踏み間違い衝突防止アシスト＊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）
車両接近通報装置
フロント&バックソナー
SRSエアバッグシステム〈前席〉
SRSカーテンエアバッグシステム&サイドエアバッグシステム〈前席〉 ◆2、3 ◆2、3
運転席・助手席シートベルト非着用時警告灯&警告音
ISO FIX対応チャイルドシート固定用アンカー〈セカンド〉

全車標準装備

●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） ●エンジンイモビライザー（国土交通省認可品） ●全席ELR付3点式シートベルト
●ロードリミッター付ダブルプリテンショナーシートベルト〈運転席〉 ●ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト〈助手席〉
●ロードリミッター付シートベルト〈セカンド左右〉 ●シートベルト内蔵シート〈セカンド〉 ●上下調整式シートベルトアンカー〈前席〉 ●チャイルドセーフティドアロック
●スタビライザー〈フロント･リヤ〉 ●クルーズコントロール ●ブレーキアシスト ●キャップレス給油口 ●バッテリーセーバー（ヘッドランプ、ルームランプ）

寒冷地仕様 PTC素子ヒーター 2WD◆4 4WD
高濃度不凍液 ◆4、6 2WD◆4 4WD
ヒーター付ドアミラー ◆2、3、4 2WD◆2、3、4 4WD

セットオプション

セーフティパックA ●SRSカーテンエアバッグシステム&サイドエアバッグシステム〈前席〉 ●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）＊2 
●インテリジェント DA（ふらつき警報）＊9 ●ヒーター付ドアミラー

セーフティパックB
●SRSカーテンエアバッグシステム&サイドエアバッグシステム〈前席〉 ●インテリジェント ルームミラー 
●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）＊2 ●インテリジェント DA（ふらつき警報）＊9 ●電動パーキングブレーキ ●オートブレーキホールド 
●プロパイロット＊3 ●ヒーター付ドアミラー ●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、プロパイロット、オーディオ）

◆1 ●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） ●LEDフォグランプ〈フロントバンパー組込み〉 ●アダプティブLEDヘッドライトシステム＊1

◆2 ●セーフティパックA
◆3 ●セーフティパックB

◆4 ●オートデュアルエアコン ●リヤヒーターダクト ●前席クイックコンフォートヒーター付シート ●本革巻3本スポークステアリング ●ステアリングヒーター 
●寒冷地仕様（PTC素子ヒーター（e-POWER車は標準装備）、高濃度不凍液、ヒーター付ドアミラー）

◆5 ●前席クイックコンフォートヒーター付シート ●ステアリングヒーター ●本革巻3本スポークステアリング
◆6 ●オートデュアルエアコン ●リヤヒーターダクト ●寒冷地仕様（高濃度不凍液（e-POWER車のみ））

■セレナ「XV エアロ」主要装備一覧

〈安全装備の注意事項〉 ＊1 、＊2、＊3、＊4、＊5、＊6、＊7、＊8、＊9、＊10 走行・安全ページの各機能注記をご覧ください。
＊11 車両は、ロングステップ&ステップイルミネーションが標準装備の「ステップタイプ」となり、持込み登録でオーテックジャパン扱いとなります。
◆1～6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」「架装オプション」「オーテックジャパン扱いメーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場またはオー
テックジャパンで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。（注1）アダプティブLEDヘッドライトシステムは、ハイビームアシストの機能を有しています。（注2）インテリジェント ア
ラウンドビューモニターは、アドバンスドドライブアシストディスプレイ内の7インチカラーディスプレイに表示されます。対象の日産オリジナルナビゲーションを装着の場合は、ナビ画面に表示されます。
（注3）リヤヒーターは含まれておりません。2WDでリヤヒーターをご要望の場合は、「オートデュアルエアコン」をお選びください。（注4）「オートデュアルエアコン」を選択した場合、リヤの空調調整は、
プッシュ式になります。「オートデュアルエアコン」には、リヤの冷暖房機能が含まれております。（注5）オーディオレス車には、カバー、ハーネス、アンテナは装備されます。（注6）シートは抗菌仕様ではあり
ません。シートメイン、シートメインサイドは「ネオソフィール®」、マチ、ヘッドレスト、アームレスト、スマートマルチセンターシート（e-POWER車は除く）、運転席・助手席・セカンドシートバックは「パート
ナー®」を採用しています。なお、サードシートのシートバックは、ベース車同様カーペット素材となります。（注7）オーテックジャパン扱いメーカーオプションの「防水シート（ネオソフィール®/パートナー®
コンビシート）」は抗菌仕様ではありません。（注8）e-POWER車はバッテリー残量等の状況により、停車中でもエンジンが作動する場合があります。（注9）日産オリジナルナビゲーションまたは日産オリ
ジナルディスプレイオーディオ装着車のみお選びいただけます。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）を選択の場合、同時装着はできません。（注10）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11）メーカーオプションのセーフティパックB（◆3）をお選びいただいた場合は、足踏み式パーキングブレーキ（フットリリース式）は装備されません。（注12）後席専用モニ
ター、ETC2.0は、日産オリジナルナビゲーション（一部機種除く）を装着した場合のみお選びいただけます。（注13）オーテックジャパン扱い。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。メーカーオプションのセーフティパックA（◆2）、セーフティパックB
（◆3）をお選びいただいた場合は、装着できません。（注14）タイヤ応急修理キットは、サードシート右側トリム内に収納されます。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。●ネオソフィールはセーレン株式会社、パートナーはアキレス株式会社の登録商標です。

 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 
 架装オプション（ご注文時に申し受けます）  オーテックジャパン扱いメーカーオプション （ご注文時に申し受けます） 
 オーテックジャパン扱いディーラーオプション  特別装備



e-POWER
XV エアロ XV エアロ XV エアロ

2WD 4WD（オート
コントロール4WD）

－ エクストロニックCVT（無段変速機）
車名型式 ニッサン 6AA-HFC27 ニッサン 5AA-GFC27 ニッサン 5AA-GFNC27
寸法
　全長 mm 4745 4745 4745
　全幅 mm 1740 1740 1740
　全高 mm 1865 1865 1875
　室内寸法　長＊1 mm 3240 3240 3240
　室内寸法　幅＊1 mm 1545 1545 1545
　室内寸法　高＊1 mm 1400 1400 1400
　ホイールベース mm 2860 2860 2860
　トレッド   前 mm 1485 1480 1485
　トレッド   後 mm 1485 1485 1480
　最低地上高＊1 mm 140 160 140
重量・定員
　車両重量 kg 1770 1710 1790
　乗車定員 名 7 8 8
　車両総重量 kg 2155 2150 2230
性能
　最小回転半径 m 5.5＊2 5.7 5.5
　燃料消費率  （国土交通省審査値） km/L 18.0＊3 13.2 11.8
　　　　　　 市街地モード km/L 17.5＊4 10.3 9.2
　　　　　　 郊外モード km/L 18.6＊5 13.5 12.0
　　　　　　 高速道路モード km/L 17.8＊6 14.8 13.2
　　　　　　  （国土交通省審査値） km/L 23.4 15.4 －
　主要燃費向上対策 ハイブリッドシステム、

アイドリングストップ装置、
可変バルブタイミング、
ミラーサイクル、

電動パワーステアリング

ハイブリッドシステム、
アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、
可変バルブタイミング、ミラーサイクル、
電動パワーステアリング、充電制御、

自動無段変速機（CVT）

諸装置
　駆動方式 前輪駆動 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 ラック&ピニオン式 ラック&ピニオン式
　サスペンション　前 ストラット式 ストラット式 ストラット式
　サスペンション　後 トーションビーム式 トーションビーム式 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 ベンチレーテッドディスク式 ベンチレーテッドディスク式
　主ブレーキ　後 ディスク式 ディスク式 ベンチレーテッドディスク式
　タイヤ　前・後 195/65R15 195/60R16 195/65R15

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン
使用等）、整備状況（タイヤの空気圧等）に応じて値は異なります。●ハイブリッド車の燃料消費率は、ECOモード（ア
クセルオフ回生量：多い）条件での値です。WLTCモード：市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時
間配分で構成した国際的な走行モード。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊
外モード：信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード：高速道路等での走行を想定。WLTC：
Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycleの略です。 ●メーカーオプションの装着により、車両
重量が変更となる場合があります。＊1 社内測定値。 ＊2 195/60R16タイヤ&16インチアルミホイールを装着時は
5.7mになります。 ＊3 195/60R16タイヤ&16インチアルミホイールを装着した場合、燃料消費率は17.2km/Lとな
ります。 ＊4 195/60R16&16インチアルミホイール装着の場合16.8km/Lとなります。 ＊5 195/60R16&16インチ
アルミホイール装着の場合17.7km/Lとなります。 ＊6 195/60R16&16インチアルミホイール装着の場合17.1km/L
となります。 

■セレナ「XV エアロ」主要諸元

型式 MR20DD
種類 ・ シリンダー数 DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒
シリンダー 内径 × 行程 84mm × 90.1mm
総排気量 1.997L
圧縮比 12.5
最高出力 110kW（150PS）/6000rpm
最大トルク 200N・m（20.4kgf・m）/4400rpm
燃料供給装置 ニッサンDi
使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
タンク容量 55L
モーター 型式 SM24

種類 交流同期電動機
最高出力 1.9kW（2.6PS）
最大トルク 48N・m（4.9kgf・m）
動力用主電池 種類 鉛酸電池

エ ンジン & モ ーター 主 要 諸 元
スマートシンプルハイブリッド車

発電用エンジン型式 HR12DE
種類 ・ シリンダー数 DOHC水冷直列3気筒
シリンダー 内径 × 行程 78.0mm × 83.6mm
総排気量 1.198L
圧縮比 12.0
最高出力 62kW（84PS）/6000rpm
最大トルク 103N・m（10.5kgf・m）/3200-5200rpm
燃料供給装置 ニッサンEGI（ECCS）
使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
タンク容量 55L
モーター 型式 EM57

種類 交流同期電動機
定格出力 70kW（95PS）
最高出力 100kW（136PS）
最大トルク 320N・m（32.6kgf・m）
動力用主電池 種類 リチウムイオン電池

e-POWER車

トランスミッション エクストロニックCVT（無段変速機）
エンジン MR20DD
変速比　前進 2.631～0.378
　　　　後退 1.960
最終減速比 5.097

トランスミッション －
エンジン HR12DE-EM57
変速比　前進 －
　　　　後退 －
最終減速比 7.388

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。

〈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
スマートシンプルハイブリッド車 e-POWER車


