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■スカイライン セットメーカーオプション一覧表

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、インテリジェントクルーズコントロール）、インテリジェントクルーズコントロール、前席緊急ブレーキ感応型プリクラッシュシートベルト、インテリジェントブレーキアシスト◆ 1

チルトメーター&チルト・テレスコピックステアリング（電動)、4輪アクティブステア（4WAS）◆ 2

セットメーカーオプション

■視界
●熱線リヤウインドウ（タイマー付）
●フロントトップシェード
●フロント車速感知式間けつワイパー（フラットブレードタイプ）
●電動格納式リモコンカラードドアミラー
●防眩式ルームミラー（ダブルピボットタイプ）
●高輝度LEDリヤコンビネーションランプ
●フロントバンパー組込みハロゲンフォグランプ
●ヒーター付ドアミラー

■運転席まわり・内装
●抗菌仕様（ステアリング、シフトノブ）
●車速感応式パワーステアリング
●グローブボックス（ダンパー、照明、ロック機能付）
●アームレスト付センターコンソールボックス
●カップホルダー（フロント2個、リヤ2個）
●前席バニティミラー（照明付）
●サンバイザーエクステンション
●オーバーヘッドコンソール
●リヤパーソナルランプ
●アルミキッキングプレート
●フロントドアステップランプ
●フロントドアポケット（ボトルホルダー付）
●パワーウインドウ（前席：ワンタッチ、キーオフ後作動、
　挟み込み防止機構付、全席：耐水タイプ）
●電磁式トランクオープナー（室内側スイッチ）
●集中ドアロック（フューエルフィラーリッド連動）
●アナログ時計
●電源ソケット

■空調

■オーディオ／ナビゲーションシステム
●リヤガラスアンテナ
●FMダイバーシティ

■シート
●前席上下調整式ヘッドレスト
●シートバックポケット（運転席・助手席）
●リヤセンターアームレストスルー機構
●リヤセンターアームレスト（カップホルダー付）

バイキセノンヘッドランプ（ハイ/ロービーム、プロジェクタータイプ、オートレベライザー付）
ヘッドランプインナーパネルスモークメッキ
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（フロントを除く全面）
プライバシーガラス （UVカット断熱機能付）（リヤドア、リヤ）＊1

オートライトシステム
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）
サイドブラインドモニター（カラー、左側車幅/前端表示機能付）＊2

バッテリーセーバー（ルームランプ、ヘッドランプ）
ウインドウ撥水 12ヶ月

本革巻ステアリング（ファイングリップタイプ）
足踏み式パーキングブレーキ（フットリリース式）
マグネシウム製パドルシフト
本革巻シフトノブ
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）
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、インテリジェントクルーズコントロール）

フィニッシャー（インストルメントパネル、 本アルミ
センタークラスター、ドアトリム） 本木目 （注1）
7インチワイド液晶モニター（車両情報表示機能付）

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機能、作動確認機能、
トランクオープン機能、フューエルフィラーリッド連動、キー2セット） （注2）

プッシュエンジンスターター（スイッチ照明付）
キー連動室内照明システム
ファインビジョンメーター（車両情報ディスプレイ付）

チルトメーター& 手動
チルト・テレスコピックステアリング 電動
インテリジェントクルーズコントロール
アルミペダル（アクセル、ブレーキ、フットレスト）
フロアカーペット（エクセレント：消臭機能付）
キッキングプレート（イルミネーション機能付）
イルミネーションパッケージ（ムーディーイルミネーション、キッキングプレート）

オゾンセーフフルオートエアコン（デジタル表示、外気温度表示機能付）

インテリジェント
 プラズマクラスター搭載フルオートエアコン（除菌＊3機能付）

 におい・排出ガス検知式内外気自動切換え機構
エアコンシステム

 高性能フィルター（花粉・におい・アレルゲン対応タイプ）
クリーンフィルター
エアコン左右独立温度調整機能
後席エアコン吹出し口

スカイラインホログラフィックサウンドシステム
（CD一体AM/FMラジオ、6スピーカー、MP3/WMA再生機能） （注3）

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、マルチファンクションスイッチ/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/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） （注4）（注5）（注6）（注7）（注8）

Bose®サウンドシステム（CD一体AM/FMラジオ、10スピーカー、
MP3/WMA再生機能、ドライバーズオーディオステージ） （注3）

ETCユニット〈ビルトインタイプ〉
通信ケーブル （注5）（注6）（注9）
VICS（ビーコン）キット （注9）
外部映像入力端子（コンソールボックス内）

パーソナルドライビングポジションメモリーシステム
（ステアリング・運転席・ドアミラー、インテリジェントキー連動）

運転席連動ステアリング/ドアミラー自動調整システム
運転席パワーシート（スライド、リクライニング、リフター、サイサポート）
助手席パワーシート（スライド、リクライニング）
助手席パワーシート（スライド、リクライニング、リフター、サイサポート）
リヤリクライニングシート（マニュアル）
運転席ランバーサポート

シート地
 ソフトジャカード織物/ネオソフィール®コンビシート

 本革シート（前席ヒーター付）  （注10）
後席ヘッドレスト（左右席）
後席上下調整式ヘッドレスト（左右/中央席）

■スカイライン主要装備一覧■スカイライン主要装備一覧 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

●「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。
◆1～2はそれぞれセットでメーカーオプションです。
＊1 リヤガラスについてはリヤドアガラスよりも色が薄くなります。 ＊2 近赤外線LED（不可視光線）+高感度CCDカメラ。 ＊3 浮遊菌：約10畳の実験空間での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。
●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ズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。●ネオソフィールは、セーレン株式会社の登録商標です。●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。●BluetoothおよびBluetoothロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●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。●Bose®は、米国Bose 

Corporationの商標です。
（注1）ドアトリム部分は木目調となります。（注2）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、車両に設置されているアンテナから発信する電波が医療機器に影響を及ぼす恐れがあります（リモコンキーからの影響はありません）。（注3）
250GT A パッケージはサウンドフォーカス、250GT A パッケージ以外の車両にはSRS CS Autoを搭載しております。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4）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。（注5）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、カーライフアドバイザーにお問い合わせく
ださい。（注6）カーウイン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。（注7）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。（注8）iPod®の対応
機種は日産羅針盤（http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/NAVI/index.html）でご確認ください。（注9）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）装着車のみお選びいただけます。（注10）シートメイン、
アームレストの一部、マチに本革を、その他の部位は人工皮革を使用しています。（注11）スクラッチシールドはドアハンドル、ドアミラーおよびサイドシルを除く、車体色塗装部位に塗布しております。（注12）タイヤパンク応急修理キットは、ラゲッジに収納
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13）ダブルプリテンショナーとは、前席2ステージロードリミッター付プリテンショナー（肩ベルト部）とラップアウタープリテンショナー（腰
部）のことを指します。（注14）インテリジェントクルーズコントロール装着車は、プレビュー機能付となります。（注☆）音声ガイドモデルです。モニターへの表示機能はありません。

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。

主なディーラーオプション
●5years coat

●ウインドウ撥水 12ヶ月
● お知らせ機能付セキュリティサポート
　 システム/パーキングサポートシステム
　（超音波カーアラームタイプ）
●マックガードロックナット
● マックガードナンバープレート
　ロックボルト

車種

グレード別装備

車種

グレード別装備

   2WD    4WD

  370GT   250GT   250GT FOUR

 Type SP Type S Type P Type V A パッケージ Type P Type V

   2WD    4WD

  370GT   250GT   250GT FOUR

 Type SP Type S Type P Type V A パッケージ Type P Type V

全車標準装備全車標準装備

■外観
●リヤディフューザー
●デュアルエキゾースト（テールパイプフィニッシャー付）
●トランクアウトサイドオープナースイッチ

■メカニズム／タイヤ&ホイール
●4輪独立懸架サスペンション（フロント：ダブル
　ウィッシュボーン式、リヤ：マルチリンク式）
●4輪ベンチレーテッドディスクブレーキ

■安全
●前席テンションリデューサーELR付3点式シートベルト
●運転席ダブルプリテンショナーシートベルト（注13）
●前席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
●前席上下調整式シートベルトアンカー
●後席ELR付3点式シートベルト（3席）
●ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー
●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）
●EBD（電子制御制動力配分システム）
●ABS（アンチロックブレーキシステム） 
●ブレーキペダル後退抑制機構
●足元衝撃吸収パッド ●歩行者傷害軽減ボディ
■寒冷地仕様

アルミ製エンジンフード
スクラッチシールド （注11）

電動ガラスサンルーフ（ワンタッチスライド・チルトアップ、UVカット機能付
プライバシーガラス、挟み込み防止機構付）

スポーツフロントバンパー　　
スポーツサイドシルスポイラー
リヤパネルメッキフィニッシャー 

スポーティーパッケージ
（フロントプロテクター+リヤスポイラー+ミッドナイトブラックグリル）（基準車用）

スポーティーパッケージ
（フロントプロテクター+リヤスポイラー+ミッドナイトブラックグリル）（スポーツ用）

4輪アクティブステア（4WAS）
スポーツチューンドサスペンション&ブレーキ
アテーサE-TS（電子制御トルクスプリット4WD）
フロント：225/50R18 95Wタイヤ、リヤ：245/45R18 96Wタイヤ

フロント：18インチアルミホイール（18×7.5J〔クロームカラーコート〕、
インセット：45、P.C.D：114.3〔5穴〕）
リヤ：18インチアルミホイール（18×8.5J〔クロームカラーコート〕、
インセット：50、P.C.D：114.3〔5穴〕）

225/55R17 95Vタイヤ
17インチアルミホイール（17×7.5J）、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12）

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
ビスカスLSD（リミテッドスリップデフ） 
VDC（ビークルダイナミクスコントロール〔TCS機能含む〕）
前席緊急ブレーキ感応型プリクラッシュシートベルト
インテリジェントブレーキアシスト
ブレーキアシスト  （注14）
エンジンイモビライザー（国土交通省認可品）
LED式ハイマウントストップランプ

大型バッテリー、不凍液濃度アップ


