
車種
20GT 20GT S

20GT
エクストリーマーX

20GT S
エクストリーマーX

20GT ブラック
エクストリーマーX

4WD 4WD

M9R M9R

 ｜グレード別装備  ｜全車標準装備
視界 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） ●電動格納式リモコンカラードドアミラー

●カラードサイドアンダーミラー（注1）
●フロント車速感知無段間けつ式ワイパー（ミスト機能付）
●リヤ間けつ式ワイパー
●熱線リヤウインドウ（タイマー付）
●バッテリーセーバー
   （ルームランプ、マップランプ、ヘッドランプ自動消灯）
●防眩式ルームミラー

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） ◆1 ◆1 ◆1 ◆1 ◆1
サイドブラインドモニター（カラー､赤外線LED＊1､左側車幅/前端表示機能付） （注1） ◆1 ◆1 ◆1 ◆1 ◆1
グリーン合わせガラス（UVカット機能付）〈フロント〉
UVカットグリーンガラス〈フロントドア〉
プライバシーガラス〈リヤ、リヤサイド、バックドア〉（UVカット断熱機能付）
フロントバンパー組込みハロゲンフォグランプ
大型フロントハロゲンフォグランプ&フォグランプフィニッシャー（エクストリーマーX専用）
大型フロントハロゲンフォグランプ&ダークメタリックフォグランプフィニッシャー（ブラック エクストリーマーX専用）

運転席まわり チルト・テレスコピックステアリング ●タコメーター　●外気温度計　●デジタル時計　●フットレスト
●車速感応式電動パワーステアリング　●マップランプ
●集中ドアロック（バックドア連動、フューエルフィラーリッド連動）
●パワーウインドウ（全席耐水タイプ、運転席はワンタッチ、
　キーオフ後作動、挟み込み防止機構付）
●シフトポジションインジケーター（AT車）
●燃料残量警告灯　●水温計　●半ドア警告灯
●ヘッドランプ消し忘れ&キー忘れ警報
●パワーウインドウスイッチ照明（運転席のみ）
●助手席バニティミラー　●キー連動室内照明システム
●油圧警告灯　●ブレーキ警告灯　●ABS警告灯 
●抗菌仕様（ステアリング、シフトノブ、パーキングブレーキレバー）

車両情報ディスプレイ
本革巻パーキングブレーキレバー（クロムメッキボタン）
本革巻3本スポークステアリング（メタル調フィニッシャー）
本革巻シフトノブ 6MT 6MT 6MT 6MT 6MT
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） ◆1 ◆1 ◆1 ◆1 ◆1
ドアインサイドハンドル メッキ メッキ メッキ メッキ メッキ
インテリジェントキー（1個。リモートコントロールエントリーシステム機能付、作動確認機能付、運転席・助手席・バックドア感知） （注2）
エンジンイモビライザー（国土交通省認可品）
オーバーヘッドコンソール
DPF手動再生スイッチ
DPF警告灯

空調 オゾンセーフフルオートエアコン
後席エアコン吹き出し口
クリーンフィルター
高性能フィルター（花粉・におい・アレルゲン対応タイプ）

オーディオ/
ナビゲーション

オーディオレス （注3） 6スピーカー 4スピーカー 6スピーカー 4スピーカー 6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、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（コンソールボックス内）、AM/FMラジオ） （注4）（注5）（注6）（注7）

◆1
6スピーカー
◆1

◆1
6スピーカー
◆1

◆1

通信ケーブル （注5）（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）
日産オリジナルオーディオ （注9）
ETCユニット（ビルトインタイプ他）
VICS（ビーコン）対応キット （注10）
ルーフロッドアンテナ（可倒式、脱着式）

内装 ウォッシャブルダブルラゲッジ ●大容量グローブボックス（保温保冷機能付）
●電源ソケット（12V、センタークラスター下、ラゲッジルーム内）
●バックドアインナーフック
●ルームランプ（注12）
●ラゲッジルームランプ
●フロントドアポケット（ボトルホルダー付）
●リヤドアポケット
●ラゲッジフック（8個）
●買い物フック（2個）
●カップホルダー前席2個
●助手席・後席アシストグリップ（ダンパー付）

ウォッシャブルラゲッジボード
ウォッシャブルラゲッジアンダートレイ（引き出し式、右側）
ウォッシャブルラゲッジアンダートレイ（引き出し式、左側） （注11）
大容量インストアッパーボックス
フロント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（保温保冷機能付、キャップホルダー付、前席2個）
カップホルダー（保温保冷機能付、後席2個）
ラゲッジネット（タイトホールドタイプ）
フロアカーペット（デュアルタイプ：フロアカーペット（消臭機能付）＋ラバーマット）
トノカバー

シート 防水シート（セルクロス®/ネオソフィール®/パートナー®コンビシート）＊2 ●リヤ可倒式シート（6：4分割式、リクライニング付）
●運転席シートリフター（ラチェット式）
●前席上下調整機能付ヘッドレスト

クロスシート（シート地：スウェード調トリコット） ◆2 ◆2 ◆2
大型リヤシートアームレスト（アームレストスルー機構付）
シートバックポケット
全席ヒーター付シート（後席中央を除く） （注13）
リラックスヘッドレスト （注13）

外装/
タイヤ&ホイール

マッドガード ●ルーフレール（ベースタイプ）
●スペアタイヤ（16インチ応急用タイヤ）
●バックドアフィニッシャー（メッキ）

ハイパールーフレール
ドアアウトサイドハンドル メッキ メッキ メッキ メッキ メッキ
大型電動ガラスサンルーフ（スライド・チルトアップ） （注12）
225/60R17 99Hタイヤ&17インチアルミホイール（17×7J）、インセット：40、P.C.D：114.3（5穴）
225/55R18 98Hタイヤ&18インチアルミホイール（18×7J）、インセット：40、P.C.D：114.3（5穴）
225/55R18 98Hタイヤ&ダークメタリック18インチアルミホイール（18×7J）、インセット：40、P.C.D：114.3（5穴）（ブラック エクストリーマーX専用）
フロントオーバーライダー
フロントアンダーカバー
リヤアンダーカバー
サイドガードモール
ダーククロムフロントグリル（ブラック エクストリーマーX専用）
フロントオーバーライダー（ダーククロムフィニッシュ）（ブラック エクストリーマーX専用）
ダークメタリックフロントアンダーカバー（ブラック エクストリーマーX専用）
ダークメタリックリヤアンダーカバー（ブラック エクストリーマーX専用）

安全/メカニズム ABS（アンチロックブレーキシステム） ●前席アクティブヘッドレスト
●運転席2ステージ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
●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
●EBD（電子制御制動力配分システム）
●ブレーキアシスト
●チャイルドセーフティドアロック　●サイドドアビーム
●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）
●ブレーキペダル後退抑制機構　●足元衝撃吸収パッド
●後席中央ヘッドレスト
●ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー（後席左右2席）

運転席・助手席SRSエアバッグシステム
Sパック（運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム、SRSカーテンエアバッグシステム、運転席ランバーサポート） （注13）（注14） ◆2 ◆2 ◆2

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 フロント/リヤ フロント/リヤ フロント/リヤ フロント/リヤ

ALL MODE 4×4-ⅰ
ALL MODE 4×4（4WD MODE スイッチ付）
VDC＋ブレーキLSD
ヨーモーメントコントロール

アドバンスドヒルディセントコントロール（速度設定機能付） 6AT 6AT 6AT 6AT 6AT
ヒルディセントコントロール 6MT 6MT 6MT 6MT 6MT
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）
4輪ベンチレーテッドディスクブレーキ

寒冷地仕様 ヒーター付ドアミラー、大型バッテリー、リヤヒーターダクト

 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

 20GT エクストリーマーX / 20GT S エクストリーマーX / 

 20GT ブラック エクストリーマーX特別装備

●｢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 近赤外線LED（不可視光線）＋高感度CCDカメラ。＊2 シートメインは「セルクロス®」
および「ネオソフィール®」、シートサイド・マチ、ヘッドレスト、シートバックは「パートナー®」を採用しています。シートメインに使用している「セルクロス®」は、ダイビングスーツと同等レベルの防水性があります。（注1）サイドブラインドモニターを装着した場合、カラードサイドアン
ダーミラーは非装着となります。（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）4スピーカー（「20GT」「20GT エクストリーマーX」「20GT ブ
ラック エクストリーマーX」は6スピーカー）、ハーネス、アンテナは装着されます。オーディオ/ナビゲーション非装着時のカバーは別売となります。（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。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 CDMA1X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。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。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6）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7）「20GT」「20GT エクストリーマーX」「20GT ブラック エクストリーマーX」は6スピーカーが標準装備となります。（注8）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）装着時のみお選びいただけます。（注9）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10）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）、または日産オリジナルナビゲーション（MP313D-A、MC313D-A）装着時のみお選びいただけます。（注11）標準装備の
ウォッシャブルラゲッジアンダートレイ（引き出し式、右側）とはロック機構が異なります。（注12）大型電動ガラスサンルーフを装着の場合、ルームランプが後席読書灯（左右各1）に変更となります。（注13）Sパック装着の場合は、リラックスヘッドレストと全席ヒーター付シートは装
着されません。（注14）Sパックを選択した場合、ヘッドレストはすべて布巻となります。●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。●セルクロスは住江織物株式会社、ネオソフィールはセーレン株式会社、パートナーはアキレス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。

主なディーラーオプション
●5years coat

●チャイルドセーフティシート
●ウインドウ撥水 12ヶ月

エクストレイル主要装備一覧


