
車種

X X DIG-S X FOUR MEDALIST
X

MEDALIST
X FOUR

MEDALIST

X DIG-S
シンプルパッケージ

2WD 4WD（モーターアシスト方式） 2WD 4WD（モーターアシスト方式） 2WD

HR12DE HR12DDR HR12DE HR12DDR

 ｜グレード別装備

シート/内装
シート地

トリコット

ジャカード織物/合皮

運転席シートリフター（ラチェット式）

リヤ可倒式シート
6：4分割

ベンチタイプ

運転席&後席アームレスト（カップホルダー2個付）

助手席シートバックポケット

メッキインナードアハンドル

アシストグリップ 助手席・後席 助手席・後席 助手席 助手席・後席 助手席・後席 助手席・後席 助手席・後席

マルチラゲッジボード

フロアカーペット（エクセレント：消臭機能付）

デュアルカーペット（フロアカーペット（消臭機能付）ブラック＋ラバーマット）

全車標準装備 ●前席上下調整式ヘッドレスト ●後席ヘッドレスト（3個） ●ラゲッジサイドフック（2個）

外装/
タイヤ・ホイール

カラードアウトサイドドアハンドル

ドアサッシュブラックアウト （注6）

メダリスト専用外装

メッキアウトサイドドアハンドル （注7）

フロントシルバーグリル

フロントメッキバンパーロアグリルフィニッシャー

MEDALISTエンブレム

185/65R15 88Sタイヤ&15インチアルミホイール（15×5.5J）、インセット：40、P.C.D：100（4穴）

185/65R15 88Hタイヤ&15インチフルホイールカバー（15×5.5JJ）、インセット：40、P.C.D：100（4穴）

185/70R14 88Sタイヤ&14インチフルホイールカバー（14×5.5J）、インセット：40、P.C.D：100（4穴）

タイヤ応急修理キット（スペアタイヤレス） （注8）

ジャッキ

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（ドアミラー、アウトサイドドアハンドル）

フロントアンダーステッカー

ボディサイドロアステッカー

バックドアロアステッカー

安全/
メカニズム/
セキュリティ

アイドリングストップ （注9）

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

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機能含む］）

ヒルスタートアシスト

エマージェンシーブレーキ＊2

LDW（車線逸脱警報）＊3

エマージェンシーブレーキレス ◆3 ◆3 ◆3

LDW（車線逸脱警報）レス ◆3 ◆3 ◆3

踏み間違い衝突防止アシスト＊3 ◆1 ◆1 ◆1 ◆1 ◆1

フロント&バックソナー ◆1 ◆1 ◆1 ◆1 ◆1

4WD（モーターアシスト方式）（2WD←→4WD切替えスイッチ付）

エンジンイモビライザー（国土交通省認可品）

全車標準装備
●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 ●全席ELR付3点式シートベルト ●前席上下調整式シートベルトアンカー ●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） ●ブレーキアシスト ●サイドドアビーム 
●ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー〈後席左右2席〉 ●チャイルドセーフティドアロック ●歩行者傷害軽減ボディ ●ブレーキペダル後退抑制機構&前席足元衝撃吸収パッド ●LED式ハイマウントストップランプ ●スタビライザー〈フロント、リヤ〉

寒冷地仕様 リヤヒーターダクト ◆4 ◆4 ◆4 ◆4

ヒーター付ドアミラー ◆1◆4 ◆1◆4

PTC素子ヒーター ◆4 ◆4 ◆4 ◆4

高濃度不凍液 ◆4 ◆4 ◆4 ◆4

〈安全装備の注意事項〉 ＊1「先進安全装備」の「＊1、＊2、＊3、＊4」をご覧ください。＊2「先進安全装備」の「＊1、＊6」をご覧ください。 ＊3「先進安全装備」の「＊1」をご覧ください。◆1～4はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。ただし◆1と◆3の同時選択はできません。●「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）日産オリジナルナビゲーション、ディスプレイ付ラジオ装着時のみ選択できます。（注2）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3）オーディオレス車には、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4）日産オリジナ
ルナビ取付パッケージと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用）は必ずセットで取得してください。（注5）本パッケージは日産オリジナルナビ取付パッケージ用ナビゲーションのみの設定となります。（注6）車体色スーパーブラック〈＃KH3〉の場合、ドアサッシュは車
体色になります。（注7）2トーンボディカラーを選択した場合、ブリリアントホワイトパール（3P）〈＃QAB〉となります。（注8）タイヤ応急修理キットはラゲッジフロア下に収納されます。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。（注9）X DIG-S / MEDALISTは、停車前アイドリングストップ機能付となります。 表内の緑文字は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。

車種

X X DIG-S X FOUR MEDALIST
X

MEDALIST
X FOUR

MEDALIST

X DIG-S
シンプルパッケージ

2WD 4WD（モーターアシスト方式） 2WD 4WD（モーターアシスト方式） 2WD

HR12DE HR12DDR HR12DE HR12DDR

 ｜グレード別装備

視界 スーパーUVカット断熱グリーンガラス〈フロントドア〉

UVカット断熱グリーンガラス〈フロントドア〉

グリーンガラス〈リヤドア、リヤサイド、バックドア〉

プライバシーガラス（UVカット断熱機能付）〈リヤドア、リヤサイド、バックドア〉

LED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、LEDポジションランプ付）

最適配光マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベライザー付）

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リモコンカラードドアミラー

アラウンドビューモニター（MOD〔移動物 検知〕機能付）＊1 ◆1 ◆1 ◆1 ◆1 ◆1

ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー ◆1 ◆1 ◆1 ◆1 ◆1

防眩式ルームミラー

フォグランプ

バックビューモニター （注1）

全車標準装備 ●熱線リヤウインドウ（タイマー式） ●スーパーUVカットグリーンガラス〈フロント〉 ●フロント車速感知無段間けつ式ワイパー（フラットブレードタイプ）（ミスト機能付） ●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）

運転席まわり ウレタン3本スポークステアリング シルバーフィニッシャー シルバーフィニッシャー シルバーフィニッシャー

本革巻3本スポークステアリング シルバーフィニッシャー シルバーフィニッシャー シルバーフィニッシャー

プッシュエンジンスターター

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、キー2個） （注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、リモコンキー1個、スペアキー1個）

ECOモードスイッチ・インジケーター

ファインビジョンメーター（燃費表示機能、オド・ツイントリップメーター、デジタル時計、
航続可能距離、サービスインターバル）

日産エコメーター
（エコドライブインジケーター、エコペダルガイド、エコドライブレポート）

運転席バニティミラー

マップランプ

ピアノ調センタークラスターフィニッシャー ◆2 ◆2

シルバーフィニッシャー

エアコン吹き出し口

センタークラスターサイド

シフトノブ

シフトベース ◆2

パワーウインドウ

フロント&リヤドアポケット（ボトルホルダー付）

センターアームレストコンソール（USB充電ポート付）

全車標準装備
●車速感応式電動パワーステアリング ●チルトステアリング ●タコメータ－ ●CVTシフトポジションインジケーター ●燃料残量警告灯 ●ヘッドランプ消し忘れ&キー忘れ警報 ●パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ●半ドア警告灯〈フロント、リヤ、バックドア〉 
●フューエルフィラーリッドオープナー ●電源ソケット（DC12V） ●フットレスト ●集中ドアロック（バックドア連動） ●パワーウインドウ（運転席：ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付） ●運転席パワーウインドウスイッチ照明  ●キー連動室内照明システム 
●ルームランプ ●サンバイザー（運転席：カードホルダー付） ●フロントカップホルダー（2個） ●インストアッパーボックス ●グローブボックス ●センターコンソール ●パーキングブレーキサイドポケット

空調 オートエアコン（プッシュ式、デジタル表示） ◆2 ◆2

外気温度計（メーター内ディスプレイ） ◆2 ◆2

マニュアルエアコン（ダイヤル式）

クリーンフィルター「花粉・におい・アレルゲン対応タイプ」

全車標準装備 ●クリーンフィルター

オーディオ/
ナビゲーション

オーディオレス （注3）

フロント2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用）

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、
GPSアンテナ、TVアンテナ、TVアンテナ用ハーネス） （注4）

ナビレコお買い得パック （注5）

日産オリジナルオーディオ

ETCユニット

全車標準装備 ●ルーフアンテナ（可倒式）

 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
Equipment Equipmentノート主要装備一覧 ノート主要装備一覧

セットオプション一覧

◆1 ●アラウンドビューモニター（MOD〔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 ●踏み間違い衝突防止アシスト＊3 ●フロント&バックソナー ●ヒーター付ドアミラー［X / X DIG-Sのみ］ ※◆3との同時選択はできません。

◆2 ●ピアノ調センタークラスターフィニッシャー ●シルバーフィニッシャー（シフトベース）［X FOURのみ］ ●オートエアコン（プッシュ式、デジタル表示） ●外気温度計（メーター内ディスプレイ）

◆3 ●エマージェンシーブレーキレス ●LDW（車線逸脱警報）レス ※◆1との同時選択はできません。

◆4 ●リヤヒーターダクト ●ヒーター付ドアミラー［X / X DIG-Sのみ］ ●PTC素子ヒーター ●高濃度不凍液


