
N V 3 5 0キャラバン「ライダー」（ワゴン） 主要装備一覧 ライダー 参考グレード

ベース車

ワゴン ワゴン

GX GX

ロングボディ 標準幅 標準ルーフ ロングボディ 標準幅 標準ルーフ

10人乗 10人乗

  ｜グレード別装備
視界 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 セカンドシート サードシート 運転席側 セカンドシート サードシート 運転席側

ハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベライザー付）

LEDヘッドランプ（ハイ/ロービーム、オートレベライザー付） ◆1 （注1）

LEDリヤコンビネーションランプ

フォグランプ

専用フロントマーカーLED ◆3 ◆4 ◆5 （注1）

オートライトシステム

サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー（メッキ）

バックビューモニター （注2）

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 ◆1 ◆2

ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー ◆1 ◆2

フロントアンダーミラーレス＋リヤアンダーミラーレス ◆1 ◆2

全車標準装備 ●スーパーUVカットグリーンガラス（フロント） ●UVカットグリーンガラス（フロントドア） ●手動防眩式ルームミラー ●リヤアンダーミラー 
●フロント無段間けつ式ワイパー（ウォッシャー連動） ●リヤワイパー（間けつ式）＋リヤデフォッガー ●フロントアンダーミラー

運転席まわり メッキ加飾付インストシフトノブ

インテリジェントキー（運転席・助手席・バックドア感知、キー2個）&
プッシュエンジンスターター（スイッチ照明付） （注3）

メーター内車両情報表示ディスプレイ（カラー）

ファインビジョンメーター

日産オリジナルナビゲーション （注4）

ドライブレコーダー

CD一体AM/FMラジオ（デジタル時計表示、外部入力端子） （注5）

オーディオレス （注6）

スピーカー 4スピーカー 4スピーカー

ETC2.0／ETCユニット （注7）

シルバー加飾付ステアリング

全車標準装備
●足踏み式パーキングブレーキ（フットリリース式） ●油圧パワーステアリング ●チルトステアリング（手動） ●フットレスト 
●前席パワーウインドウ（運転席：ワンタッチ、前席：キーオフ後作動、挟み込み防止機構付、スイッチ照明付） ●集中ドアロック（助手席ドア、スライドドア） ●フューエルフィラーリッドオープナー ●半ドア警告灯 
●燃料残量警告灯 ●ヘッドランプ消し忘れ&キー忘れ警報 ●タコメーター ●オド・トリップメーター ●ロッドアンテナ（フロントピラー）

空調 オートエアコン＋リヤクーラー

リヤヒーター

クリーンフィルタープレミアム

全車標準装備 ●クリーンフィルター

シート フロントシート ヘッドレスト 分割調整式 分割調整式

運転席シートバックポケット

セカンドシート シートバックカップホルダー＋ネットポケット

サードシート シートバックカップホルダー＋ネットポケット

シート地 プリントスエード調トリコット/スエード調トリコット

全車標準装備 ●前席シートスライド&リクライニング ●セカンドシート（2人掛リクライニング（5：5分割式）、分割調整式ヘッドレスト（2個）、シートバックグリップ） 
●サードシート（2人掛リクライニング（5：5分割式）＋1人掛リクライニング、分割調整式ヘッドレスト（3個）、シートバックグリップ）

室内・荷室装備 マルチセンターコンソール（運転席・助手席アームレスト機能、
格納式後席テーブル機能、カップホルダー2個、カードホルダー付）

リヤトリムポケット

アシストグリップ〈助手席・セカンドシート〉

スライドドア乗降グリップ フロント、リヤ フロント、リヤ

マップランプ

ルームランプ〈リヤ〉 2個 2個

ボディサイドトリム フル フル

ルーフトリム フル フル

リヤホイールハウストリム（カーペット）

フロアカーペット（下地） フロント、リヤ フロント、リヤ

専用フロントデュアルカーペット（消臭機能付） （注8）

フロントデュアルカーペット（消臭機能付）

センタークラスター加飾

インサイドフロントドアハンドル加飾

スライドドアステップトリム 大型一体 大型一体

全車標準装備
●コンビニフック ●インストカップホルダー（2個） ●フロントドアポケット ●インストアッパートレイ ●インストロアトレイ（冷風グリル付） ●グローブボックス（リッド付） ●ドライバーズポケット（注9）
●前席サンバイザー（運転席：チケットホルダー付） ●乗降グリップ（前席） ●ラゲッジランプ ●フロントドアフルトリム（注10） ●バックドアトリムボード ●インサイドバックドアハンドル ●バックドアアシストベルト 
●前席灰皿 ●電源ソケット1個

タイヤ・ホイール フルホイールカバー

195/80R15 96S 前後輪 前後輪

専用15インチアルミホイール（15×5.5J）、インセット45、P.C.D：139.7（6穴） ◆3 ◆4

ホイールデカール（「Rider」ロゴ入り、専用アルミホイール用） （注11）

センターキャップエンブレム（「Rider」ロゴ入り、専用アルミホイール用） （注11）

全車標準装備 ●スペアタイヤ（スチールホイール）

外装 専用フロントグリル

専用フロントプロテクター

専用エンブレム

専用ルーフスポイラー （注12） ◆4 ◆5

フロント・リヤカラードバンパー

カラードスライドドアレール

カラードインレットグリル

カラードドアハンドル

メッキグリル

メッキバックドアフィニッシャー

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）

スライドドアオートクロージャー（助手席側）

バックドアオートクロージャー

専用プラスチックバイザー

専用ボディサイドデカール （注13）

安全/メカニズム 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＋
EBD（電子制御制動力配分システム）

エンジンイモビライザー（国土交通省認可品）

SRSエアバッグ〈運転席〉＋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

SRSエアバッグ〈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 （注14）

全車標準装備 ●ベンチレーテッドディスクブレーキ〈フロント〉 ●ABS（アンチロックブレーキシステム） ●スタビライザー〈フロント〉 ●チャイルドセーフティロック（スライドドア） ●運転席・助手席ELR付3点式シートベルト
●客席ELR付3点式シートベルト ●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音 ●発進時ATモード切替え（スノーモード） ●LED式ハイマウントストップランプ

寒冷地仕様 高濃度不凍液、寒冷地対応バッテリー（2.5Lディーゼルターボ車＊2）、PTC素子ヒーター（2.5Lディーゼルターボ車）

ヒーター付ドアミラー ◆1 ◆2

 「ライダー」特別装備　  標準装備
 メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）　  オーテック扱いオプション（ご注文時に申し受けます）
 ディーラーオプション　  オーテック扱いディーラーオプション

〈安全装備の注意事項〉 ＊1 安全装備はドライバーの安全運転を補助するものであり、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。システムの能力には限界があり、天候や路面状況などによっては作動しないことがありますので、システムだけ
に頼った運転はせず、天候や路面状況に合わせた運転、周囲の車両・歩行者の確認、十分な車間距離の確保など、安全運転を心がけてください。先進技術・機能の設定条件は、車種・グレードにより異なります。移動物 検知機能は、自車周辺の移動物をドラ
イバーにお知らせすることで、安全確認をサポートする機能です。すべての移動物を検知できるわけではありません。また、静止しているものは検知できません。車両の操作をするときは、周囲の安全をミラーや目視で直接確認してください。モニターに
て確認できる範囲には限界があり、カメラ位置より高い物体は表示されません。必ず車両周辺の安全をミラーや目視で直接確認してください。車両上方から見下ろしたような映像にはつなぎ目があり、物やクルマが不連続になるとともに高さのある物体
は表示されないことがあります。また、物やクルマが倒れ込み、実際の位置より遠くに表示されることがあります。
 ◆1～5はそれぞれセットでメーカーオプション、オーテック扱いオプションです。詳しくは下記「セットメーカーオプション一覧」「セットオーテック扱いオプション一覧」をご覧ください。
●「メーカーオプション」「オーテック扱いオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場またはオーテックで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。●10人乗ワゴンは旅客運送事業用自動車非適合。
＊2 容量は標準仕様と同じですが、低温時の始動性能が高いバッテリーです。
（注1）単独でもお選びいただけます。（注2）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になります。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）オーディオレスとセットでお選びください。（注5）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6）オーディオレス車にはカバー（2DIN）が装備され、インストポケット（1DINボックス）は装備され
ません。また、スピーカー、ハーネス、アンテナは装備されます。（注7）ETC2.0は、日産オリジナルナビゲーション装着車（一部機種除く）のみお選びいただけます。（注8）フロントのみの設定となります。セカンドシート以降のフロアカーペットについては、ベース車用をお選びください。（注9）
ディーラーオプションのETC（ビルトインタイプ）装着時は、ドライバーズポケットは装備されません。（注10）ライダー（ワゴン）、ワゴンGXは上級仕様となります。（注11）専用アルミホイールにのみ適用となります。（注12）オーテック扱いオプションの「専用ルーフスポイラー」を選択する場合は、
必ずメーカーオプション◆1をセットでお選びください。（注13）5ドアロングボディ用の設計となっておりますので、4ドアロングボディに装着した場合、スライドドアの無い右側で、一部隙間が生じたり又は長さが短くなります。（注14）選択時、アシストトレイ（リッド付）は装着されません。

詳しくはオプショナルパーツ
カタログをご覧ください。

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

セットメーカーオプション一覧

◆1 LEDヘッドランプ＋インテリジェント アラウンドビューモニター＋ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー＋ヒーター付ドアミラー＋フロントアンダーミラーレス＋リヤアンダーミラーレス
◆2 インテリジェント アラウンドビューモニター＋ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー＋ヒーター付ドアミラー＋フロントアンダーミラーレス＋リヤアンダーミラーレス

セットオーテック扱いオプション一覧

◆3 専用フロントマーカーLED＋専用15インチアルミホイール
◆4 専用フロントマーカーLED＋専用15インチアルミホイール＋専用ルーフスポイラー（注12）
◆5 専用フロントマーカーLED＋専用ルーフスポイラー（注12）



NV350キャラバン「ライダー」主要諸元
車種 仕様 ライダー

車型 バン ワゴン
駆動方式 2WD（後輪駆動） 4WD 2WD（後輪駆動）
ボディタイプ ロングボディ ロングボディ ロングボディ
ボディ幅 / ルーフ形状 標準幅 / 標準ルーフ 標準幅 / 標準ルーフ 標準幅 / 標準ルーフ
エンジン QR20DE YD25DDTi YD25DDTi QR25DE
定員 2/3/5人 3/6人 2/3/5人 3/6人 2/3/5人 3/6人 10人
グレード プレミアムGX DX プレミアムGX DX プレミアムGX DX GX

プロ・スタイル パッケージ プロ・スタイル パッケージ プロ・スタイル パッケージ
ドア数 5ドア 4ドア 5ドア 5ドア 4ドア 5ドア 5ドア 4ドア 5ドア 4ドア

ベース車 車名型式 ニッサンCBF-VR2E26 ニッサンLDF-VW2E26 ニッサンLDF-VW6E26 ニッサンCBA-KS2E26
運転タイプ フルレンジ電子制御5速オートマチック〔5E-ATx〕
ナンバープレート番号 4ナンバー 3ナンバー
寸法 全長×全幅×全高 mm 4695×1695×1990 4695×1695×1990 4695×1695×1990

室内長 mm 3050/1860 3040/2000 3050/1860 3040/2000 3050/1860 3040/2000 3765
室内幅 mm 1520 1545 1520 1545 1520 1545 1545
室内高 mm 1325 1345 1325 1345 1325 1345 1345
ホイールベース mm 2555 2555 2555
トレッド 前／後 mm 1475／1450 1470／1450 1475／1450
最低地上高 mm 170 170 170
床面地上高 mm 625 625 625

重量・定員 車両重量（注1） kg 1810 1810 1720 1750 1970 1970 1880 1910 2070 2070 1980 2010 1870
乗車定員 名 2/3/5 3/6 2/3/5 3/6 2/3/5 3/6 10
最大積載量 kg 1000/950/850 1200/950 1000/950/850 1200/950 1000/950/850 1000/850 ̶
車両総重量（注1） kg 2920/2925/2935 3085/3000 3115/3030 3080/3085/3095 3245/3160 3275/3190 3180/3185/3195 3145/3160 3175/3190 2420

性能 最小回転半径 m 5.2 5.7 5.2
●「ライダー」の「エンジン主要諸元」「変速比・最終減速比」「諸装置」はベース車と同仕様です。なお、ベース車の諸元は「NV350キャラバン バン/ワゴン 諸元表」の「エンジン主要諸元」「変速比・最終減速比」「諸装置」をご覧ください。●「ライダー」はフロア：低床となります。※「ライダー」は専用エアロパーツ装着のため、縁石や段差の
大きな場所や不整地路等では路面と干渉する場合があります。あらかじめご承知おきください。●「ライダー」は全車持込み登録でオーテック扱いとなります。登録時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元（設計値）とは異なる場合があります。（注1）メーカーオプションで便利パック（◆1）をお選びの場合、車両重量および
車両総重量はそれぞれ20kg増となります。


