■セレナ主要装備一覧

標準装備

2WD

車種

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

■セレナ主要装備一覧

標準装備

4WD

8人乗り

2WD

車種

全車標準装備

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

4WD

8人乗り

全車標準装備

20S
グレード別装備
■視界
（フロント）
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）
●UVカットグリーンガラス
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）
●UVカット断熱グリーンガラス
（フロントサイド、フロントドア）
フロントバンパー組込みハロゲンフォグランプ
（UVカット断熱機能付）
●プライバシーガラス
高輝度LEDリヤコンビネーションランプ
〈スライドドア、
リヤサイド、バックドア〉
電動格納式リモコンカラードドアミラー
●フロント車速感知無段間けつ式ワイパー
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内蔵）
（ミスト機能付）
バックビューモニター（カラー、車幅/距離/予想進路線表示機能付）
アラウンドビューモニター
●リヤ間けつ式ワイパー
（トップビュー / サイドブラインド/フロントビュー /フロントワイドビュー / バック
●熱線リヤウインドウ
（タイマー付）
ビュー/リヤワイドビューモニター、駐車ガイド機能、カメラ補助ソナー付）
●防眩式ルームミラー
●バッテリーセーバー（ルームランプ、ヘッドランプ） 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）
バックビューモニター
（注1）
ウインターブレード
■運転席まわり
●抗菌仕様（ステアリング、シフトノブ）
ECOモードスイッチ・インジケーター
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
本革巻3本スポークステアリング
●チルト・テレスコピックステアリング
（手動）
ステアリングスイッチ（オーディオ、ナビ、ハンズフリーフォン）
●燃料残量警告灯
プッシュエンジンスターター（スイッチ照明付）
●半ドア警告灯
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セット）（注2）
●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
リモートコントロールエントリーシステム
●パワーウインドウ
（フロントドア、スライドドア）
（作動確認機能付、バックドア連動）
（耐水タイプ、運転席はワンタッチ、キーオフ後
インストシフトフィニッシャー
作動、挟み込み防止機構付）
パワーウインドウスイッチフィニッシャー
●足踏み式パーキングブレーキ（フットリリース式） メッキリング付シフトインジケーターフィニッシャー
●マップランプ（ドア連動）
シルバーリング付ベント
（運転席右側/助手席左側）
マルチグラフィックアッパーメーター
●運転席・助手席バニティミラー
（バックドア連動）
●集中ドアロック
ECOメーター
エコドライブナビゲーター機能
●シフトポジションインジケーター
瞬間燃費計機能（平均燃費表示機能付）
●タコメーター
アイドリングストップタイマー機能
●デジタル速度計
メーター内ディスプレイ
●燃料計
車両情報表示（平均燃費、走行時間/平均車速、航続可能距離、
オド・ツイントリップメーター）
アイドリングストップ効果表示（時間、節約燃料）
■空調
（注3）
オゾンセーフフルオートエアコン+リヤクーラー
（注4）
オゾンセーフフルオートデュアルエアコン
クリーンフィルター
プラズマクラスター搭載フルオートエアコン（肌保湿＊1、除菌＊2機能付）
インテリジェント
エアコンシステム
におい･排出ガス検知式内外気自動切換え機構
（ワンタッチクリーンスイッチ付） 高機能フィルター（ビタミンフィルター）
■オーディオ/ナビゲーション
（注5）
●ガラスアンテナ
オーディオレス＋4スピーカー
カーウイングスナビゲーションシステム
（地デジ内蔵・HDD方式）
（高精細 7 インチワイドVGA ディスプレイ、スイッチ / タッチパネル併用操作、
ハンズフリーフォン、VICS〔 FM 多重〕、ボイスコマンド、Bluetooth ® 対応、
DVD 再生機能、ミュージックボックス、USB 接続、iPod ® 対応、ビデオ端子、
（注6）
100V電源）
CD一体AM/FMラジオ（6スピーカー、MP3/WMA再生機能、
デジタル時計〔ON/OFF切替タイプ〕組込み、FMダイバーシティ） （注7）
ナビ協調変速機能
ETCユニット〈ビルトインタイプ〉
11インチ大型ワイドモニター後席エンターテイメントシステム（後席高精細11インチワイド
液晶モニター、後席リモコン、ワイヤレスヘッドフォン2個〔イヤーパッド回転可能タイプ〕）
セレナ専用チューニング地デジ4ダイバーシティアンテナ
（注8）
日産オリジナルナビゲーション
（メモリータイプ）
（注9）
後席専用モニター（ルーフ取付タイプ）
（注8）
ETCユニット〈ビルトインタイプ〉
■内装
●アシストグリップ
（助手席、セカンド2個、サード2個） ロールサンシェード
（セカンド左右）
●電源ソケット
（DC12V）●大容量グローブボック 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、
ス（ダンパー付） ●ラゲッジフック（フロア部 4 個） コンビニフック各2個、折りたたみ格納式）
●パーソナルランプ
（セカンド左右）●カップホルダー 運転席アッパーボックス
（フロント4個、セカンド2個、サード2個）●運転席ロ 助手席アッパーボックス
アボックス ●運転席ポケット ●大容量ラゲッジアン 照明付インストセンタートレイ
（サード&ラゲッジ用）
ダーボックス ●ルームランプ
フロアカーペット
（エクセレント：吸遮音・消臭機能付）
■シート
リラックスモード付ヘッドレスト
（セカンドシート）
●運転席シートリフター（ラチェット式）
スエード調トリコット
（ブラック〈G〉）
シート地
●上下調整式ヘッドレスト
ベロア/スエード
（運転席、助手席、セカンド2個）
（イージークリーンシート、フェザーグレー〈W〉） （注10）
●サードシートヘッドレスト2個
ジャカード織物/トリコット
（ブラック〈G〉）
●運転席・助手席アームレスト
折りたたみチップアップ&ロングスライド
セカンド 右
●シートバックポケット
（助手席）
シートアンダーボックス
シート
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2個、
アームレスト、テーブル、カップホルダー1個、前倒れ）
左
前倒れ
ロングスライド＋横スライド
スマートアップサードシート
（低位置格納式）
サードシート

20X
S-HYBRID

20G
S-HYBRID

ハイウェイスター ハイウェイスター G

S-HYBRID

20S

S-HYBRID

20X

20G

◆1

◆1、3

◆1、3

◆1、3

◆2、4

◆2、4

◆2、4

グレード別装備
■外装/タイヤ・ホイール
●アウトサイドドアハンドル（メッキ）
●バックドアフィニッシャー（メッキ）

ブルーインナーレンズ ブルーインナーレンズ ブルーインナーレンズ ブルーインナーレンズ
ブルーインナーレンズ ブルーインナーレンズ
ブルーインナーレンズ

◆1

20S

ハイウェイスター

◆1

◆1

◆1、3

◆1、3

◆2、4

◆2、4

◆1
◆5
◆5

◆1
◆6、7
◆6、7

◆1、2、3、4

◆1、2、3、4

◆1、2、3、4

◆1
◆5
◆5

◆1
◆6、7
◆6、7

◆1、2、3、4

◆1、2、3、4

シルバー

シルバー

木目調
木目調

グロスブラック

グロスブラック

シルバー

シルバー

木目調
木目調

グロスブラック

◆5

◆6、7

◆5

◆6、7

■安全/メカニズム
●前席ELR付3点式シートベルト
●運転席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
●助手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・サードシートELR付3点式シートベルト
●フロント
（左右）
・セカンド
（左席）
シート上下調整式
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
●サイドドアビーム
（フロント・スライドドア）
●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ
●リヤディスクブレーキ
●スタビライザー（フロント・リヤ）

フロントグリル、フロントエアロバンパー、
リヤエアロバンパー、サイドシルプロテクター、エンブレム
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（助手席側、挟み込み防止機構付）
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）
バックドア
バックドアオートクロージャー
パノラミックルーフ
（UVカット断熱機能付プライバシーガラス/
電動ワンタッチ格納シェード付/イルミネーション付）
195/60R16 89Hタイヤ&16インチアルミホイール（16×6J）、インセット：45、P.C.D：114.3（5穴）
195/65R15 91Sタイヤ&15インチアルミホイール（15×5.5J）、インセット：45、P.C.D：114.3（5穴）
195/65R15 91Sタイヤ&15インチフルホイールカバー（15×5.5JJ）、インセット：45、P.C.D：114.3（5穴）
タイヤパンク応急修理キット
（スペアタイヤレス）
（注11）
マッドガード

◆8

◆1、2、3、4

◆1、2、3、4

◆1、2、3、4

◆5

アイドリングストップ（ECOモーター式）
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
ASCD（オートスピードコントロール装置）
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
前席アクティブヘッドレスト
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）
ブレーキアシスト
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）
LED式ハイマウントストップランプ
ハイウェイスター専用サスペンション
エンジンイモビライザー（国土交通省認可品）

◆5

ヒーター付ドアミラー、高濃度不凍液

◆8

◆1

◆1

◆1、2、3、4

◆1、2、3、4

◆5

◆1

◆3、4

◆3、4

◆3、4

◆1、2、3、4

◆1、2、3、4

◆1、2、3、4

S-HYBRID

S-HYBRID

◆5

◆7

クリアタイプ

■セットオプション適用一覧

クリアタイプ

クリアタイプ

20X

ハイウェイスター

20G

◆7

クリアタイプ
◆5

◆6、7

標準装備
車種

◆1

20S

ハイウェイスター ハイウェイスター G

◆6、7

●「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。
＊2 浮遊菌：約10畳の実験空間での
◆1〜8はそれぞれセットでメーカーオプションです。＊1 効果には個人差や作動条件による差があります。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。
主なディーラーオプション
（ 注1）
ディスプレイ付ラジオ、また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。
（ 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
38分後の効果。試験結果は実空間での同様の結果を保証するものではありません。
●5years coat
リヤヒーターは含まれておりません。2WDでリヤ
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）
●ウインドウ撥水 12ヶ月
（ 注4 ）
「オゾンセーフフル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。
「オゾンセーフフルオートデュアル
ヒーターをご要望の場合は、
「オゾンセーフフルオートデュアルエアコン+寒冷地仕様」をお選びください。
●プラスチックバイザー
オーディオレスの場合、デジタル時計、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 6）DVDビデオ等の再生が可能です。ただし、ディスクの種類によっては再生できな
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 ）
●ISO FIXチャイルドセーフティシート
い場合があります。また、DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW/DVD-R DL/DVD+R DLディスクは、ディスクの記録状態によっては再生できない場合があります。DVD-RAMは再生できません。ハンズフリーフォンをご利用いただく場合の通信
ケーブル（ディーラーオプション）
は別売となります。通信ケーブルはdocomo FOMA用とau WIN用の2種類ございます。docomo mova、au CDMA 1Xはご利用いただけません。Bluetooth®ハンズフリー機能はBluetooth®対応の携帯電話のみご
カーライフアドバイザーにお問い合わせください。カーウイン
利用いただけます。携帯電話によっては、
ご利用できない機種がありますので詳しくはカーウイングスホームページ
（www.nissan-carwings.com)の「適合携帯電話一覧」でご確認いただくか、
グスサービスをご利用いただくには、携帯電話をBluetooth®で接続するか、通信ケーブルでの接続が必要です。地上デジタルテレビの特性上、電波の状態により映像・音声が途切れることがございます。iPod®の対応機種は日産羅針盤（http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_
（注7）CDはディスクの種類によっては再生できない場合があります。
（注8）
メーカーオプションのカーウイングスナビゲーションシステム
（地デジ内蔵・HDD方式）
とは同時装着できません。
（注9）日産オリジナルナビゲーション
（一部機種を除く）
AUDIO/NAVI/index.html ）でご確認ください。
装着車のみお選びいただけます。カーウイングスナビゲーションシステムをお選びの場合、後席専用モニターは装着できません。
（注 10）繊維の奥まで入り込んだ汚れや糊材が付着した場合、また、ウォータープルーフの口紅等、極端に水で落としにくいものの汚れ等は、イージークリーンシートの
タイヤパンク応急修理キットは、2列目右側のシートの、座面を跳ね上げた下のスペースに収納されます。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
効果が十分得られないことがあります。イージークリーン加工はヘッドレストの一部、シートメインに施しております。
（注 11）
とディーラーオプションのスペアタイヤキットをお買い求めください。●本商品にはシャープ株式会社のプラズマクラスター技術を搭載しています。プラズマクラスターマーク及びプラ
ごとに交換が必要となります。スペアタイヤをご希望のお客さまは、別途テンパータイヤ（ T125/90D16 98M）
ズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。●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。●カーウイングス/CARWINGSは日産自動車株式会社の登録商標です。
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。

S-HYBRID専用表示 S-HYBRID専用表示 S-HYBRID専用表示 S-HYBRID専用表示

◆1

20G
S-HYBRID

ハイウェイスター
専用外装
スライドドア

■寒冷地仕様

◆1

20X
S-HYBRID

◆1

◆5

◆1

◆3、4

◆3、4

◆1、2、3、4

◆1、2、3、4

グレード別装備
カーウイングスナビゲーションシステム
（地デジ内蔵・HDD方式）
CD一体AM/FMラジオ
ナビ協調変速機能
ETCユニット〈ビルトインタイプ〉
◆1
セレナ専用チューニング地デジ4ダイバーシティアンテナ
バックビューモニター
ステアリングスイッチ（オーディオ、ナビ、ハンズフリーフォン）
カーウイングスナビゲーションシステム
（地デジ内蔵・HDD方式）
CD一体AM/FMラジオ
ナビ協調変速機能
ETCユニット〈ビルトインタイプ〉
◆2
セレナ専用チューニング地デジ4ダイバーシティアンテナ
アラウンドビューモニター
ステアリングスイッチ（オーディオ、ナビ、ハンズフリーフォン）
カーウイングスナビゲーションシステム
（地デジ内蔵・HDD方式）
CD一体AM/FMラジオ
ナビ協調変速機能
ETCユニット〈ビルトインタイプ〉
◆3
11インチ大型ワイドモニター後席エンターテイメントシステム
セレナ専用チューニング地デジ4ダイバーシティアンテナ
バックビューモニター
ステアリングスイッチ（オーディオ、ナビ、ハンズフリーフォン）

20S

◆

2WD/4WD
20X
20G

◆

2WD

ハイウェイスター ハイウェイスター G

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

セットオプション
（ご注文時に申し受けます）
車種

グレード別装備
カーウイングスナビゲーションシステム
（地デジ内蔵・HDD方式）
CD一体AM/FMラジオ
ナビ協調変速機能
ETCユニット〈ビルトインタイプ〉
◆4
11インチ大型ワイドモニター後席エンターテイメントシステム
セレナ専用チューニング地デジ4ダイバーシティアンテナ
アラウンドビューモニター
ステアリングスイッチ（オーディオ、ナビ、ハンズフリーフォン）
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
メッキリング付シフトインジケーターフィニッシャー
◆5
エンジンイモビライザー（国土交通省認可品）
パーソナルテーブル
ワンタッチオートスライドドア（助手席側、挟み込み防止機構付）
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
◆6
メッキリング付シフトインジケーターフィニッシャー
エンジンイモビライザー（国土交通省認可品）
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
◆7 メッキリング付シフトインジケーターフィニッシャー
エンジンイモビライザー（国土交通省認可品）
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）
オゾンセーフフルオートデュアルエアコン
◆8
寒冷地仕様（ヒーター付ドアミラー、高濃度不凍液）

20S

メーカーオプション
（ご注文時に申し受けます）

2WD/4WD
20X
20G

◆

◆

◆

◆

◆

2WD

2WD

ハイウェイスター ハイウェイスター G

◆

◆

