
E q u i p m e n t

 車種

グレード別装備

 車種

グレード別装備

全車標準装備 全車標準装備

  標準ドア車  リモコンオートスライドドア車
  2WD/4WD  2WD/4WD

  3G83  3G83

 RS / RS FOUR E / E FOUR S / S FOUR Eスライド / E FOURスライド

  標準ドア車  リモコンオートスライドドア車
  2WD/4WD  2WD/4WD

  3G83  3G83

 RS / RS FOUR E / E FOUR S / S FOUR Eスライド / E FOURスライド

■オッティ主要装備一覧 ■オッティ主要装備一覧

キセノンヘッドランプ(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）
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）
電動格納式リモコンカラードドアミラー
リヤ間けつ式ワイパー（リバースポジション連動機能付）&ウォッシャー
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〈リヤドア、リヤサイド、バックドア〉
バックビューモニター （注2）
フォグランプ

■視界
●熱線リヤウインドウ  

●フロント間けつ式ワイパー  

●ヘッドランプオートオフ機構

■運転席まわり
●センターメーター  

●液晶オド・トリップメーター  

●ピットサイン  ●イルミネーションコントロール  

●燃料残量警告灯  

●ヘッドランプ消し忘れ警報  

●キー忘れ防止機構  

●半ドア警告灯（フロント、リヤ、バックドア）  
●サンバイザー（運転席：チケットホルダー付）  
●運転席バニティミラー  

●フットレスト（AT車） 
●キー連動室内照明システム  

●ルームランプ  

●インストアッパーボックス    

●電源ソケット（DC12V）  
●フューエルフィラーリッドオープナー  

●脱着式ボックス  

●運転席・助手席ドアマルチホルダー  

●助手席ドア車検証ボックス（リッド付）  
●運転席ドアポケット

■空調
●クリーンフィルター（集塵機能付）

■オーディオ／ナビゲーション

 

■シート／内装
●全席上下調整式ヘッドレスト  

●運転席シートリフター  

●グローブボックス  

●グローブボックスアンダートレイ  

●アシストグリップ（助手席、後席左右）（注7）  
●消臭天井

■外装／タイヤ・ホイール
●スペアタイヤ（応急用タイヤ）

■安全／メカニズム
● 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  

●全席ELR付3点式シートベルト（後席：自立バックル）  
●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）  
●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  

●頭部衝撃保護対応トリム  

●サイドドアビーム  

■寒冷地仕様

■ブラックインテリアパッケージ

 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

ウレタン3本スポークステアリング
本革巻3本スポークステアリング
アナログスピードメーター
デジタルスピードメーター
アナログタコメーター
ECOインジケーター
ATシフトポジションインジケーター
インストシフトノブ （注3）

センタークラスター加飾
 パールホワイト

 シルバー
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、パワーウインドウ制御、
作動確認機能、ドアアンロックセキュリティ機構付） （注4）（注5）
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、全席：キーオフ後作動、
挟み込み防止機構付、耐水タイプ）
コインホルダー
マップランプ
コンフォートフラッシャー

パーキングブレーキ 
足踏み式（フットリリース式）

 レバー式

（注1）

◆3AT車

3AT車

3AT車

3AT車

5MT車

◆3AT車

（注9）

◆

◆

オーディオレス（2スピーカー）
1DINオーディオボックス （注6）
ロッドアンテナ（運転席側）
日産オリジナルナビゲーション（メモリータイプ他） （注6）
日産オリジナルオーディオ （注6）
N'FITオーディオ
ETCユニット〈汎用取付タイプ〉
リヤスピーカー

シートクロス
 ニット 

 スポーツニット 

フロントシート
 セパレートシート

 ベンチシート
リヤベンチシート
撥水加工シート＊

フロントセンターアームレスト
リヤ可倒式シート（5:5分割式、リクライニング）
フロントフルフラットシート
助手席シートバックポケット  

後席ドアカップホルダー（左右）
リヤカップホルダー（1個）
買い物フック
シートアンダートレイ
フロアカーペット（エクセレント：消臭機能付）

オゾンセーフ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」

リモコン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）
専用フロントグリル&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
ルーフスポイラー（LED式ハイマウントストップランプ付）
エキゾーストフィニッシャー
155/65R13 73Sタイヤ&13インチアルミホイール（13×4.00B）、
インセット：46、P.C.D：100（4穴）
155/65R13 73Sタイヤ&13インチフルホイールカバー（13×4.00B）、
インセット：46、P.C.D：100（4穴）
ウインカー付ドアミラーカバー（メッキ）

◆ ◆3AT車
5MT車
3AT車

3AT車

3AT車

専用柄

右側のみ

光輝タイプ

●「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。
◆はブラックインテリアパッケージとしてセットでメーカーオプションとなります。
（注1）5MT車にはリバースポジション連動機能はありません。（注2）日産オリジナルナビゲーション付車のみお選びいただけます。（注3）5MT車はフロアシフトとなります。（注4）パワーウインドウ制御は、ドアロック後にパワーウインドウを閉める機能で
す。（注5）ドアアンロックセキュリティ機構およびカーアラームは、出荷時は作動しない状態となっています。（注6）ディーラーオプションで、2DINタイプのオーディオおよびナビゲーションを装着した場合、1DINオーディオボックスは取り外しとなります。
（注7）リモコンオートスライドドア車の助手席側後席のアシストグリップは乗降用大型グリップになります。（注8）RS、E、Eスライドは標準仕様から大型バッテリーが標準装備されています。（注9）リモコンオートスライドドア車のスライドドアにはパワー
ウインドウ機能はありません。＊撥水加工は、シートメインに使用しています。撥水加工の効果期間は使い方によって異なりますが、効果が落ちてしまった場合は、市販の撥水スプレーをご使用ください。
※立体駐車場の構造により、全高1550mmでも駐車できない場合があります。なお、立体駐車場をご利用の際には、アンテナが格納されているかご注意ください。

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
●チャイルドセーフティシート他

内装色：ブラック〈G〉
シートクロス（スポーツニット）、本革巻3本スポークステアリング、センタークラスター加飾（シルバー）

運転席・助手席SRSエアバッグシステム
ブレーキペダル後退抑制機構
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
カーアラーム　 （注5）
ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー（後席左右2席）

ハイマウントストップランプ
 LED式（ルーフスポイラー組込み）

 バルブ式

大型バッテリー、寒冷地用ヒーター、ヒーター付ドアミラー、運転席ヒーター付シート （注8） 4WD 4WD 4WD 4WD

3AT車

◆3AT車◆

車両型式
エンジン型式 

 駆動方式
駆動装置

 変速機
  燃費（km/L）
燃料消費率  CO2排出量（g/km）〈燃費からの換算値〉
  燃費基準達成
 適合規制・認定レベル
 試験モード
   CO
排出ガス

 規制値・認定値  NMHC

 （単位：g/km）  NOx

   PM

低公害車指定制度

減税措置＊

適合騒音規制レベル
エアコン冷媒使用量
 鉛
環境負荷物質 水銀
 カドミウム

リサイクル
 リサイクルしやすい材料を使用した部品

 再生材を使用した部品

    DBA-H92W

    3G83

  2WD    4WD

 5MT 4AT 3AT  5MT 4AT 3AT

 21.2 19.6 18.4  20.0 17.6 17.0

 110 118 126  116 132 137

 「平成27年度燃費基準」達成    ─
ガソリン乗用車 平成17年基準排出ガス75%低減レベルに適合

JC08H＋JC08Cモード
1.15

0.013

0.013

─
 九都県市低公害車指定制度適合車    

─
 平成21年基準「超」低公害車

 ○    ─ 

平成10年規制に適合　加速走行騒音規制値：76dB

375g　代替フロンHFC134a

自工会2006年目標達成（1996年平均使用量の1/10〈バッテリーを除く〉）
自工会2005年目標達成（2005年1月以降使用禁止）
自工会目標達成（2007年1月以降使用禁止）
バンパー、インストルメントパネル、ドアトリム　等

フロアカーペット、ダッシュパネル　等

■オッティ環境仕様書

＊エコカー減税 自動車取得税 ： 2015年3月末までの届出車、重量税 ： 2015年4月末までの届出車。


