
車種

GXG

ルートバン 2人乗 5人乗 5人乗 7人乗

ンゴワンバ

 ｜グレード別装備  ｜全車標準装備
外装/
タイヤ・ホイール

普通充電ポート

急速充電ポート

6kW普通充電器（車載用）
充電ポートライト

カラードバンパー

カラードドアハンドル

カラードバックドアフィニッシャー

ボディサイドステッカー

185/65R15 92H XLタイヤ
15インチアルミホイール（15×6J）
15インチフルホイールカバー（15×6J）
タイヤ応急修理キット（スペアタイヤレス） （注9）

室内・荷室装備 充電ケーブル（コントロールボックス付、200V 7.5m用） ●ラゲッジルームランプ

●サンバイザー〈運転席・助手席〉

　（チケットホルダー付）

●フロントドアポケット（両側）

●グローブボックス（リッド付）

●コンビニフック

●カードホルダー

●ロープフック（4個）
●電源ソケット（DC12V)
●インストアッパートレイ

充電ケーブル（コントロールボックス付、200V 15m、3m用/100V 7.5m用）
パワープラグ（AC100V/1500W、コンセント2個） （注10）
フロントルームランプ

リヤルームランプ

アシストグリップ（セカンド2個）
カップホルダー（フロント2個、セカンド2個）
カップホルダー（フロント2個、セカンド2個、サード2個）
スライドドアボトルホルダー

バックドアアシストベルト

バックドアプルハンドル

フルトリム

荷室天井トリム 成形 成形

リッド付センターコンソールボックス

オーディオポケット

パーテーションパイプ

脱着式仕切りカーテン

側左側両側左側左側左スクッボドイサジッゲラ

シートサイドトレイ（サード） 両側 左側

フロアカーペット（バイオPTT繊維使用）
ラゲッジフロアカーペット

ラゲッジフロアプロテクター

安全/メカニズム 運転席・助手席SRSエアバッグシステム ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ

●回生協調ブレーキ

●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）

●バッテリーセーバー

　（ヘッドランプ、ルームランプ、ラゲッジルームランプ）

●車両接近通報装置

●ブレーキアシスト

●ハイマウントストップランプ

●フロントスタビライザー

運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム
SRSカーテンエアバッグシステム
VDC（ビークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む]）
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）
ヒルスタートアシスト

前席ELR付3点式シートベルト
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

セカンドシートELR付3点式シートベルト（中央2点式）
セカンドシートELR付3点式シートベルト（3席）
サードシートELR付3点式シートベルト
ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー（セカンドシート左右2席）
バッテリークーラー （注11）
イモビライザー（国土交通省認可品）

寒冷地仕様 寒冷地用ワイパー、ヒーター付ドアミラー、高濃度不凍液

車種

GXG

ルートバン 2人乗 5人乗 5人乗 7人乗

ンゴワンバ

 ｜グレード別装備  ｜全車標準装備
視界 オートライトシステム ●ハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベライザー付）

●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

●防眩式ルームミラー

●熱線リヤウインドウ

●スーパーUVカットグリーンガラス〈フロント〉

フォグランプ

電動リモコンドアミラー カラード カラード

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（両側）

リヤアンダーミラー

シグネチャーポジションランプ LED LED
高輝度LEDリヤコンビランプ

運転席まわり/
空調

オゾンセーフオートエアコン（フロント） ●抗菌仕様（ステアリング、シフトノブ）

●本革巻3本スポークステアリング
●電動パワーステアリング

●チルトステアリング

●フットレスト

●集中ドアロック（バックドア連動）

●半ドア警告灯

●クリーンフィルター（花粉対応タイプ）

●液晶オド・ツイントリップメーター

●キー忘れ警報

●プラグイン表示灯

●走行可能表示灯

●出力制限表示灯

●シフトポジションインジケーター

●外気温度計

リヤマニュアルクーラー

リヤヒーターダクト

タイマーエアコン

乗る前エアコン（リモート） （注1）（注2）
PTC素子ヒーター（5kW）

前席パワーウインドウ
（全席：耐水タイプ、運転席：ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付）

インストシフト（Bレンジ付）

インテリジェントキー（運転席・助手席・バックドア感知、作動確認機能付、
リモートエアコンスイッチ付、キー2個）&パワースイッチ（スイッチ照明付） （注3）

ステアリングスイッチ（オーディオ、ハンズフリーフォン、到達予想エリア）

ステアリングヒーター

車両情報ディスプレイ

パワーメーター

リチウムイオンバッテリー残量計/容量計/温度計
パワープラグインジケーター

航続可能距離表示

ECOモードスイッチ
センターパネルフィニッシャー（ピアノ調）

インサイドフロントドアハンドルフィニッシャー（シルバー色）

オーディオ/
ナビゲーション

EV専用NissanConnectナビゲーションシステム（地デジ内蔵）
（7インチワイドディスプレイ、ハンズフリーフォン、VICS［FM多重］、
ボイスコマンド、Bluetooth®対応、DVD/CD再生機能、ミュージックボックス、
USB接続、iPod®対応、AM/FMラジオ、AUX端子）  （注4）

●ルーフアンテナ（可倒式）

EV専用日産オリジナルナビゲーション（メモリータイプ） （注5）（注6）
リモート充電 （注1）
タイマー充電

NissanConnect専用車載通信ユニット
（TCU［Telematics Control Unit］） （注1）

AM/FMラジオ（1DIN）
2スピーカー
4スピーカー

注（ータニモーュビクッバ 7）（注8） （注7）（注8） （注7）（注8） （注8） （注8）
ETCユニット
ドライブレコーダー

シート
シート地

トリコット

スエード調トリコット

前席ヒーター付シート

フロントシート

上下調整式ヘッドレスト

運転席・助手席シートスライド&リクライニング
助手席シートバックテーブル

セカンドシート

上下調整式ヘッドレスト

3人掛ベンチ
6:4分割式
折りたたみシート

サードシート

上下調整式ヘッドレスト

5:5分割式、リクライニング
マルチアップタイプ（横跳ね上げ式）

 標準装備　
 ディーラーオプション

 標準装備　
 ディーラーオプション

Equipment e-NV200主要装備一覧 Equipment e-NV200主要装備一覧

（注1）NissanConnect専用車載通信ユニット（TCU［Telematics Control Unit］）をご利用いただくためには、日産ゼロ・エミッションサポートプログラム/日産EV法人メンテナンスサービスにご加入いただく必要があります。もしくは、NissanConnect サービスにご契約いただければ
ご利用になれます。NissanConnect お客さまセンターへお問い合わせいただき、専用の申込書をご入手ください。（注2）インテリジェントキーのリモートエアコンスイッチを使った「乗る前エアコン」のご利用には、日産ゼロ・エミッションサポートプログラム/日産EV法人メンテナンスサービス/
NissanConnect サービスの契約は必要ありません。（注3）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4）Bluetooth®ハンズフリー機能はBluetooth®対応の携帯電話のみご利用いただけます。携帯電話によっては、ご利用になれない機種があります。EV専用NissanConnectナビゲーションシステムのe-NV200用Bluetooth®ハンズフリー対応携帯機種について
の案内はNissanConnect サービスのサイト（http://drive.nissanconnect.jp/EV/）でご確認ください。なお選択画面の「②車種・製品を選択」では「日産リーフ（2015年12月24日～2017年9月）」をお選びください。NissanConnect サービスをご利用いただくには、日産ゼロ・エミッ
ションサポートプログラム/日産EV法人メンテナンスサービスへのご入会、もしくはNissanConnect サービスへのご契約が必要になります。iPod®の対応機種については、日産羅針盤にてご確認ください（https://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/）。なお、
EV専用日産オリジナルナビゲーションは、EV専用NissanConnectナビゲーションシステムとは仕様が異なります。（注5）EV専用日産オリジナルナビゲーションは、EV専用NissanConnectナビゲーションシステムとは仕様が異なります。（注6）EV専用NissanConnectナビゲーション
システムで提供される情報とは異なります。またNissanConnect サービスには対応しておりません。（注7）EV専用日産オリジナルナビゲーション装着車のみお選びいただけます。標準装備のバックビューモニターとは仕様が異なります。（注8）バックビューモニターの画面はナビ画面に表示
されます。（注9）タイヤパンク応急修理キットは、助手席シート下に収納されています。なお、タイヤパンク応急修理キットの有効期限は3.5年です。3.5年ごとに交換が必要となります。（注10）合計1500W以内でご使用ください。ただし1500W以内でも電気製品によっては正常に作動しない場合
があります。また周波数切替（50Hz/60Hz）が可能ですので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。（注11）バッテリークーラーのON・OFFを車両情報ディスプレイ上で切り替えられます。
●BluetoothおよびBluetoothロゴは、Bluetooth SIG, Inc.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。●NissanConnectは、日産自動車株式会社の登録商標です。



GX G

ルートバン 2人乗 5人乗 5人乗 7人乗
バン ワゴン

2WD
車名型式 ニッサンMI ZAB-VME0 ニッサンMI ZAA-ME0

寸法
全長 4560mm 4560mm 4560mm 4560mm 4560mm
全幅 1755mm 1755mm 1755mm 1755mm 1755mm
全高 1855mm 1855mm 1855mm 1850mm 1850mm
荷室内側寸法　長 1900mm 1900mm 1900mm〔1125mm〕 － －
荷室内側寸法　幅 1500mm 1500mm 1500mm － －
荷室内側寸法　高 1315mm 1315mm 1305mm〔1300mm〕 － －
ホイールベース 2725mm 2725mm 2725mm 2725mm 2725mm
トレッド　前/後 1530/1530mm 1530/1530mm 1530/1530mm 1530/1530mm 1530/1530mm
最低地上高 150mm 150mm 150mm 150mm 150mm
床面地上高 525mm 525mm 525mm 513mm 513mm

重量・定員
車両重量 1580kg 1590kg 1630kg 1690kg 1720kg
乗車定員 2名 2名 2/5名 5名 7名
最大積載量 550kg 550kg 500kg〔300kg〕 － －
車両総重量 2240kg 2250kg 2240kg〔2205kg〕 1965kg 2105kg

性能
最小回転半径 5.2m 5.2m 5.2m 5.2m 5.2m

 交流電力量消費率（国土交通省審査値） 150Wh/km 150Wh/km 150Wh/km 150Wh/km 150Wh/km
一充電走行距離（国土交通省審査値） 300km 300km 300km 300km 300km

駆動用バッテリー
種類 リチウムイオン電池 リチウムイオン電池 リチウムイオン電池 リチウムイオン電池 リチウムイオン電池
総電圧 350V 350V 350V 350V 350V
総電力量 40kWh 40kWh 40kWh 40kWh 40kWh

原動機
型式 EM57 EM57 EM57 EM57 EM57
定格出力 70kW 70kW 70kW 70kW 70kW
最高出力 80kW（109PS）/3008～10000rpm 80kW（109PS）/3008～10000rpm 80kW（109PS）/3008～10000rpm 80kW（109PS）/3008～10000rpm 80kW（109PS）/3008～10000rpm
最大トルク 254N・m（25.9kgf・m）/0～3008rpm 254N・m（25.9kgf・m）/0～3008rpm 254N・m（25.9kgf・m）/0～3008rpm 254N・m（25.9kgf・m）/0～3008rpm 254N・m（25.9kgf・m）/0～3008rpm

動力伝達装置
最終減速比 9.301 9.301 9.301 9.301 9.301

諸装置
駆動方式 前輪駆動 前輪駆動 前輪駆動 前輪駆動 前輪駆動
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 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 ストラット式 ストラット式
サスペンション　後 リーフリジッド式 リーフリジッド式 リーフリジッド式 リーフリジッド式 リーフリジッド式
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 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 ディスク式 ディスク式 ディスク式
主ブレーキ　回生協調ブレーキ 油圧式制御ブレーキ 油圧式制御ブレーキ 油圧式制御ブレーキ 油圧式制御ブレーキ 油圧式制御ブレーキ
タイヤ　前・後 185/65R15 92H XL 185/65R15 92H XL 185/65R15 92H XL 185/65R15 92H XL 185/65R15 92H XL

●交流電力量消費率および一充電走行距離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）、積載量に応じて値は異なります。電気自動車は、走り方や使い方、使用環境等によって航続可能距離が大きく異なります。
●本諸元のモード走行時における交流電力量消費率および一充電走行距離の表示は、「JC08モード」です。

〔　〕は5人乗車時

Specifi cations e-NV200主要諸元


