
EQUIPMENT ジューク主要装備一覧

車種

15RX 15RX
V Selection

15RX
V Selection
Style NISMO

15RX
V Urban Selection

16GT 16GT FOUR

シンプル
パッケージ

パーソナライ
ゼーション

ドレス
アップ

アラウンドビュー
モニター
パッケージ

パーソナライ
ゼーション

パーソナライ
ゼーション

ドレス
アップ

パーソナライ
ゼーション

ドレス
アップ

2WD 4WD

エクストロニックCVT エクストロニックCVT-M7

HR15DE MR16DDT

 ｜グレード別装備  ｜全車標準装備
外観/
タイヤ&
ホイール

16GT、16GT FOUR専用エンブレム
フロントアンダープロテクター
リヤアンダープロテクター＋エキゾーストフィニッシャー （注10） （注10）
ルーフスポイラー
アーバンセレクション専用クールブラックフロントグリル
アーバンセレクション専用クールブラックバックドアモール
エキゾーストフィニッシャー
205/60R16 92Hラジアルタイヤ&16インチフルホイールカバー（16×6.5JJ）
215/55R17 94Vラジアルタイヤ&17インチアルミホイール（17×7J） シルバー シルバー

215/55R17 94Vラジアルタイヤ&17インチアルミホイール（17×7J）
シルバー
（注17）

シルバー シルバー
シルバー
（注17）

シルバー シルバー
シルバー
（注17）

215/55R17 94Vラジアルタイヤ&
ブラック17インチアルミホイール（17×7J）

◆3 ◆5 （注18） ◆5 （注18） ◆5 （注18）

215/55R17 94Vラジアルタイヤ&
アーバンセレクション専用クールブラック17インチアルミホイール（17×7J）

安全/
メカニズム

アイドリングストップ ●全席ELR付3点式シートベルト
　（自立バックル） 
●前席アクティブヘッドレスト 
●前席上下調整式シートベルトアンカー 
●ISO FIX対応チャイルドシート用
　アンカー（後席左右2席） 
●ブレーキアシスト 
●フロント&リヤスタビライザー 
●チャイルドセーフティドアロック 
●サイドドアビーム 
● 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） 
●ブレーキペダル後退抑制機構 
●前席足元衝撃吸収パッド 
●歩行者傷害軽減ボディ 
●ハイマウントストップランプ

SRSエアバッグシステム〈運転席・助手席〉

Sパック（SRSサイドエアバッグシステム〈運転席・助手席〉、
SRSカーテンエアバッグシステム、後席アシストグリップ〈左右〉） （注11）

◆4 ◆4 ◆4 ◆4

運転席2ステージ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
（肩ベルト部、腰部）

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
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、
キャンセルスイッチ〔TCS機能含む〕）＋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＊2

LDW（車線逸脱警報）＊3

インテリジェント 4x4（トルクベクトル付）〈4WD MODEスイッチ付〉

アーバンセレクション専用ローダウンサスペンション
エンジンイモビライザー（国土交通省認可品） ◆1、2

パーソナライ
ゼーション

パーソナライゼーション専用エクステリアカラー
（フロントアウトサイドドアハンドル＊4、ドアミラー）

パーソナライゼーション専用インテリアカラー（フロントセンターコンソール、
シート、ウインドウスイッチフィニッシャー、ATシフトノブ、ステアリングステッチ）

本革シート＊5（前席シートヒーター、SRSサイドエアバッグシステム〈運転席・
助手席〉、SRSカーテンエアバッグシステム、後席アシストグリップ〈左右〉付）

◆4
（注11）

◆4
（注11）

◆4
（注11）

◆4
（注11）

ヘッドランプフィニッシャー

フロントバンパーフィニッシャー

ホイールステッカー （注12）

寒冷地仕様
寒冷地仕様
（ヒーター付ドアミラー、寒冷地仕様ワイパー、リヤヒーターダクト） （注13）

 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

 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

〈安全装備の注意事項〉 ＊1、＊2、＊3 先進安全装備ページの注記をご覧ください。
＊4 パーソナライゼーション以外のフロントアウトサイドドアハンドルはボディ同色となります。 ＊5 ヘッドレスト、シートメインおよびシートサイドの一部、シートバックは人工皮革を使用しています。
◆1～5はセットでメーカーオプションです。 ●「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 アラウンドビューモニターを装着した場合、サイドアンダーミラーは非装着となります。（注2）日産オリジナルナビゲーション（メモリータイプ）、ディスプレイ付ラジオ装着車のみお選びいただけます。（注3）ステッチはパーソナ
ライゼーションで選択したカラーとなります。（注4）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5）16GT FOURにはトルク配分表示が付きます。（注6）オーディオ/ナビゲーションシステム非装着時のカバーは装備されません。ハーネス、アンテナは装備されます。（注7）一部異なる素材が含まれます。
（注8）カラーはパーソナライゼーション専用インテリアカラー。（注9）16GT FOURは小物入れになります。（注10）標準装着されているエキゾーストフィニッシャーを、ディーラーオプションのエキゾーストフィニッシャーに取り替える必要がございます。
（注11）本革シートはパーソナライゼーションを選択した場合のみお選びいただけます。その場合、Sパックとセット採用になります。（注12）16GT/16GT FOUR専用アルミホイールおよび、ブラック17インチアルミホイールへ装着が可能です。（注13）寒冷地仕様装着車のリヤワイパーはスチール製
となり形状が異なります。（注14）キセノンヘッドランプは単独でもお選びいただけます。（注15）リヤ2スピーカーは標準装備されます。（注16）車体色アズライトブルー（P）/ブリリアントシルバー（M）2トーン〈＃XAZ〉をお選びの場合、カラーはライトシルバーとなります。車体色プレミアムサンフ
レアオレンジ（2PM）/ダークメタルグレー（M）2トーン〈＃XBP〉をお選びの場合、カラーはシルバーとなります。（注17）車体色アズライトブルー（P）/ブリリアントシルバー（M）2トーン〈＃XAZ〉に標準装備されます。（注18）車体色プレミアムサンフレアオレンジ（2PM）/ダークメタルグレー（M）
2トーン〈＃XBP〉に標準装備されます。（注19）ETC2.0は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。

主なディーラーオプション
●5YEARS COAT ●ウインドウ撥水12ヶ月
●チャイルドセーフティシート　他

◆1 ●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　●プッシュエンジンスターター　●インテリジェントキー（リモートコントロールエントリーシステム機能付、運転席・助手席・バックドア感知、作動確認機能、キー2個）　●エンジンイモビライザー（国土交通省認可品）

◆2
●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［15RXシンプルパッケージのみ］　●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　●ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー　●プッシュエンジンスターター［15RXシンプルパッケージのみ］
●インテリジェントキー（リモートコントロールエントリーシステム機能付、運転席・助手席・バックドア感知、作動確認機能、キー2個）［15RXシンプルパッケージのみ］　●エンジンイモビライザー（国土交通省認可品）［15RXシンプルパッケージのみ］

◆3 Style Blackパッケージ 「●キセノンヘッドランプ（ロービーム、オートレベライザー付、プロジェクタータイプ）　●215/55R17 94Vラジアルタイヤ&ブラック17インチアルミホイール（17×7J）」
◆4 ●本革シート＊5（前席シートヒーター、SRSサイドエアバッグシステム〈運転席・助手席〉、SRSカーテンエアバッグシステム、後席アシストグリップ〈左右〉付）　●Sパック（SRSサイドエアバッグシステム〈運転席・助手席〉、SRSカーテンエアバッグシステム、後席アシストグリップ〈左右〉）
◆5 ●キセノンヘッドランプ（ロービーム、オートレベライザー付、プロジェクタータイプ）　●215/55R17 94Vラジアルタイヤ&ブラック17インチアルミホイール（17×7J）

■セットオプション

車種

15RX 15RX
V Selection

15RX
V Selection
Style NISMO

15RX
V Urban Selection

16GT 16GT FOUR

シンプル
パッケージ

パーソナライ
ゼーション

ドレス
アップ

アラウンドビュー
モニター
パッケージ

パーソナライ
ゼーション

パーソナライ
ゼーション

ドレス
アップ

パーソナライ
ゼーション

ドレス
アップ

2WD 4WD

エクストロニックCVT エクストロニックCVT-M7

HR15DE MR16DDT

 ｜グレード別装備  ｜全車標準装備
視界 ハロゲンヘッドランプ

（ロービーム、マニュアルレベライザ－付、プロジェクタータイプ）
●熱線リヤウインドウ（タイマー付）
●サイドアンダーミラー（注1）
●防眩式ルームミラー
●フロント車速感知無段間けつ式
　ワイパー
●リヤ間けつ式ワイパー
●バッテリーセーバー
　（ヘッドランプ&ルームランプ）

キセノンヘッドランプ
（ロービーム、オートレベライザー付、プロジェクタータイプ）

◆3
（注14）

◆5
（注14）

◆5
（注14）

◆5
（注14）

フロントコンビネーションランプ（シグネチャーLEDポジションランプ付）
NISMO専用LEDハイパーデイライト（車幅灯連動）
ハイビームアシスト
フォグランプ

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）

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

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
（ドアロック連動自動格納機能付）

◆1、2

NISMO専用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（ドアロック連動自動格納機能付）

NISMO
専用レッド

NISMO
専用レッド

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〈フロントドア〉
プライバシーガラス（UVカット断熱機能付）〈リヤドア、バックドア〉
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）＊1 （注1） ◆2 ◆2 ◆2 ◆2 ◆2 ◆2 ◆2 ◆2 ◆2 ◆2 ◆2 ◆2

ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー （注1） ◆2 ◆2 ◆2 ◆2 ◆2 ◆2 ◆2 ◆2 ◆2 ◆2 ◆2 ◆2
バックビューモニター（カラー、車幅/距離表示機能付） （注2）

運転席まわり 本革巻3本スポークステアリング ●チルトステアリング　
●ファインビジョンメーター　
●タコメーター
●液晶オド・ツイントリップメーター
●CVTシフトポジションインジケーター
●水温計　
●半ドア警告灯（フロント、リヤ、バックドア）
●パーキングブレーキ戻し忘れ警報
●フットレスト　
●電源ソケット（DC12V）
●運転席パワーウインドウスイッチ照明
●集中ドアロック 
●マップランプ　
●グローブボックス　
●サンバイザー
　（運転席・助手席バニティミラー付）

本革巻3本スポークステアリング（シルバーステッチ付） （注3）
ウレタン3本スポークステアリング
車速感応式電動パワーステアリング
プッシュエンジンスターター ◆1、2

インテリジェントキー（リモートコントロールエントリーシステム機能付、
運転席・助手席・バックドア感知、作動確認機能、キー2個） （注4）

◆1、2

リモートコントロールエントリーシステム（バックドア連動、作動確認機能付）

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）

アルミ製スポーツペダル
メーター内ディスプレイ（瞬間燃費、平均燃費、航続可能距離、走行時間） （注5） （注5） （注5）
インナードアハンドル ブラック メッキ メッキ メッキ メッキ メッキ メッキ メッキ メッキ メッキ メッキ メッキ メッキ メッキ メッキ

空調/
オーディオ・
ナビゲーション

マニュアルエアコン ●クリーンフィルター
●ルーフアンテナ（可倒式）オートエアコン

オーディオレス （注6） 2スピーカー 2スピーカー 2スピーカー 2スピーカー 2スピーカー 2スピーカー 2スピーカー 2スピーカー 2スピーカー 4スピーカー 4スピーカー 4スピーカー 4スピーカー 4スピーカー 4スピーカー
日産オリジナルナビゲーション

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、リヤ2スピー
カー、TVアンテナ、TVアンテナ用ハーネス、GPSアンテナ）

（注15） （注15） （注15） （注15） （注15） （注15）

ナビレコお買い得パック
日産オリジナルオーディオ
リヤ2スピーカー
ETC/ETC2.0ユニット （注19）

インテリジェントコントロールディスプレイ

シート/内装
シート地

トリコット ●前席上下調整式ヘッドレスト
●運転席シートリフター（ラチェット式）
●後席ヘッドレスト（3席）
●ラゲッジランプ
●リヤボトルホルダー
●助手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）
●助手席アシストグリップ

スエード調トリコット （注7）

リヤ6：4分割シート（シングルフォールディング）
フロントセンターコンソール（カップホルダー×2、大容量ポケット、小物トレイ） シルバー シルバー シルバー （注8） （注16） シルバー シルバー シルバー （注8） シルバー （注8） （注16） シルバー （注8） （注16）
パワーウインドウスイッチフィニッシャー シルバー シルバー シルバー （注8） （注16） シルバー シルバー シルバー （注8） シルバー （注8） （注16） シルバー （注8） （注16）
センターアームレストコンソール
ラゲッジアンダーボックス （注9） （注9） （注9）
フロアカーペット（エクセレント：吸音・消臭機能付）

外観/
タイヤ&
ホイール

NISMO専用フロントグリル ●スペアタイヤ（応急用）
NISMO専用フロントバンパー
NISMO専用オーバーフェンダー
NISMO専用サイドシルプロテクター
NISMO専用リヤバンパー
NISMO専用ルーフスポイラー（ハイマウントストップランプ付）
NISMO専用エキゾーストフィニッシャー



SPECIFICATIONS ジューク主要諸元 15RX 15RX
V Selection

15RX
V Selection

Style NISMO

15RX
V Urban Selection

16GT 16GT FOUR

2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 4WD
車名型式 ニッサンDBA-YF15 ニッサンDBA-YF15 ニッサンDBA-YF15 ニッサンDBA-YF15 ニッサンCBA-F15 ニッサンCBA-NF15

エクストロニックCVT エクストロニックCVT エクストロニックCVT エクストロニックCVT エクストロニックCVT-M7 エクストロニックCVT-M7
寸法

全長 4135mm 4135mm 4165mm 4135mm 4135mm 4135mm
全幅 1765mm 1765mm 1770mm 1765mm 1765mm 1765mm
全高 1565mm 1565mm 1565mm 1550mm 1565mm 1570mm
室内寸法　長＊ 1835mm 1835mm 1835mm 1835mm 1835mm 1835mm
室内寸法　幅＊ 1470mm 1470mm 1470mm 1470mm 1470mm 1470mm
室内寸法　高＊ 1215mm 1215mm 1215mm 1215mm 1215mm 1215mm
ホイールベース 2530mm 2530mm 2530mm 2530mm 2530mm 2530mm
トレッド　前 1540mm 1525mm 1525mm 1530mm 1525mm 1525mm
トレッド　後 1540mm 1525mm 1525mm 1525mm 1525mm 1505mm
最低地上高＊ 170mm 170mm 170mm 155mm 170mm 170mm

重量・定員
車両重量 1200kg 1200kg 1210kg 1200kg 1300kg 1390kg
乗車定員 5名 5名 5名 5名 5名 5名
車両総重量 1475kg 1475kg 1485kg 1475kg 1575kg 1665kg

性能
最小回転半径 5.3m 5.3m 5.3m 5.3m 5.3m 5.3m
燃料消費率　  （国土交通省審査値） 18.0km/L 18.0km/L 18.0km/L 18.0km/L 14.2km/L 13.4km/L
主要燃費向上対策 電動パワーステアリング、

可変バルブタイミング、
発電電圧可変制御、
自動無段変速機（CVT）、
アイドリングストップ装置

電動パワーステアリング、
可変バルブタイミング、
発電電圧可変制御、
自動無段変速機（CVT）、
アイドリングストップ装置

電動パワーステアリング、
可変バルブタイミング、
発電電圧可変制御、
自動無段変速機（CVT）、
アイドリングストップ装置

電動パワーステアリング、
可変バルブタイミング、
発電電圧可変制御、
自動無段変速機（CVT）、
アイドリングストップ装置

電動パワーステアリング、
筒内直接噴射、
可変バルブタイミング、
発電電圧可変制御、
自動無段変速機（CVT）

電動パワーステアリング、
筒内直接噴射、
可変バルブタイミング、
発電電圧可変制御、
自動無段変速機（CVT）

諸装置
駆動方式 前輪駆動 前輪駆動 前輪駆動 前輪駆動 前輪駆動 4輪駆動（インテリジェント 4×4（トルクベクトル付））
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 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 独立懸架ストラット式 独立懸架ストラット式 独立懸架ストラット式 独立懸架ストラット式 独立懸架ストラット式
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 トーションビーム式 トーションビーム式 トーションビーム式 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 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 リーディングトレーリング式 リーディングトレーリング式 リーディングトレーリング式 リーディングトレーリング式 ディスク式 ディスク式
タイヤ　前・後 205/60R16 92H 215/55R17 94V 215/55R17 94V 215/55R17 94V 215/55R17 94V 215/55R17 94V

●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。
●本諸元のモード走行時における燃料消費率は「JC08モード」となります。
●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。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ＊社内測定値。

型式 HR15DE MR16DDT
種類・シリンダー数 DOHC・直列4気筒 DOHC・直列4気筒
シリンダー　内径×行程 78.0 × 78.4mm 79.7 × 81.1mm

総排気量 1.498L 1.618L

圧縮比 10.5 10.5

最高出力 84kW（114PS）/6000rpm 140kW（190PS）/5600rpm

最大トルク 150N・m（15.3kgf・m）/4000rpm 240N・m（24.5kgf・m）/1600-5200rpm

燃料供給装置 ニッサンEGI（ECCS）電子制御燃料噴射装置 ニッサンDi

使用燃料 無鉛レギュラーガソリン 無鉛プレミアムガソリン
タンク容量 52L 52L（前輪駆動）/50L（4輪駆動）

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とおりです。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

■エンジン主要諸元

トランスミッション
エクストロニックCVT
（無段変速機）

エクストロニックCVT-M7
（7速マニュアルモード付無段変速機）

エクストロニックCVT-M7
（7速マニュアルモード付無段変速機）

エンジン HR15DE MR16DDT MR16DDT

Dレンジ時 Dレンジ時 マニュアルモード時

変速比

第1速

4.006～0.550
2.631～0.378

2.631

第2速 1.489

第3速 1.079

第4速 0.830

第5速 0.654

第6速 0.523

第7速 － 0.422

後  退 3.770 1.960 1.960 
最終減速比 3.753 5.694 5.694

■変速比・最終減速比


