■エクストレイル「オーテック」 主要装備一覧
オーテック 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

AUTECH
i Package

車種

AUTECH HYBRID
i Package

2列シート車/3列シート車

オーテック扱いディーラーオプション

2列シート車
2WD / 4WD
エクストロニックCVT

ベース車

20Xi

20Xi HYBRID

◆1

◆1

グレード別装備
視界

LEDヘッドランプ（ハイ/ロービーム、オートレベライザー付、フレンドリーライティング作動付、シグネチャーLEDポジションランプ付）
ハイビームアシスト
インテリジェント 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）
＊1＊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）

（注1）

＊1＊4
インテリジェント パーキングアシスト(駐車支援システム）

（注1）

インテリジェント ルームミラー
フォグランプ
フォグランプ用LEDバルブ

（注2）

フロントマーカーLED
サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー（メタル調フィニッシュ）
遮音ガラス〈フロント、
フロントドア〉
全車標準装備

リヤサイド、バックドア〉●サイドアンダーミラー（注1）
●スーパー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〉●UVカット断熱プライバシーガラス〈リヤ、
（タイマー付）●防眩式ルームミラー ●LEDリヤコンビランプ
●フロント車速感知無段間けつ式ワイパー ●リヤ間けつ式ワイパー（リバース連動付）●熱線リヤウインドウ

運転席まわり

ファインビジョンメーター
アドバンスドドライブアシストディスプレイ
（5インチカラーディスプレイ）

ハイブリッドエネルギー表示機能付

専用本革巻3本スポークステアリング
（ブラック/ブルーコンビ&ブルーステッチ）&本革巻シフトノブ
ステアリングスイッチ（アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、
オーディオ、ハンズフリーフォン）
ステアリングスイッチ（プロパイロット）
メッキインナードアハンドル
インテリジェントキー（運転席・助手席・バックドア感知、
オートバックドア開閉機能付、キー2個）

（注3）

プッシュエンジンスターター

ECOモードスイッチ
電動パーキングブレーキ
オートブレーキホールド
前席サンバイザー（運転席：バニティミラー、チケットホルダー付、助手席：バニティミラー付）

照明付

照明付

カップホルダー（保温保冷機能付、各2個〈前席、
セカンド〉
〔センターアームレスト内〕）
全車標準装備

●フットレスト ●チルト・テレスコピックステアリング ●電動パワーステアリング
（車速感応式）●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、キーオフ後作動、挟み込み防止機能付）
（アームレスト付）●グローブボックス
（ダンパー付）●オーバーヘッドコンソール（サングラスホルダー、マップランプ付）
●ドアポケット〈フロント、
リヤ〉
（ボトルホルダー付）●センターコンソールボックス
●電源ソケット
（3個）●コンフォートフラッシャー

空調

オートエアコン
エアコン独立温度調整機能〈運転席、助手席〉

PTC素子ヒーター（1ｋW）
全車標準装備
オーディオ／
ナビゲーション

●クリーンフィルター
オーディオレス＋4スピーカー

（注4）

日産オリジナルナビ取付パッケージ
（TVアンテナ、GPSアンテナ）

（注6）

NissanConnectナビゲーションシステム
（7インチワイドディスプレイ、
メモリータイプ、ハンズフリ―フォン、VICS〔FM多重〕、ボイスコマンド、NissanConnect サービス対応＊3、
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、外部入力端子、TVチューナー〔地デジ12セグ、
〔ビルトインタイプ〕）
（注5）
ワンセグ〕、AM/FMラジオ、ETCユニット

◆1

◆1

（注6）

日産オリジナルナビゲーション
（メモリータイプ）
後席専用モニター（ルーフ取付タイプ）

（注7）

ETC2.0/ETCユニット

（注8）

ドライブレコーダー
全車標準装備

●シャークフィンアンテナ

内装／シート

ブラックレザーシート「AUTECH」刺繍（ブルーステッチ）

（注9）

レザー調インストパネル（ソフトパッド・ブルーステッチ）

AUTECH専用インテリア

ドアトリム〈フロント、
リヤ〉
（ピアノブラック調フィニッシャー・ブルーステッチ）
センターコンソールボックス
（ブルーステッチ）
シフトフィニッシャーエンブレム
カーペットインテリア〈フロア/ラゲッジ/ラゲッジボード〉

2列シート車

運転席・助手席パワーシート
専用フロアカーペット
（消臭機能付、
「AUTECH」エンブレム付）
専用ラゲッジカーペット
（消臭機能付、
「AUTECH」刺繍付）

3列シート車
3列シート車
2列シート車

ボトルホルダー（ラゲッジ）
ラゲッジサイドトレイ
ラゲッジトレイ
ラゲッジフルカバー
トノカバー
キッキングプレート
（LEDイルミネーション機能付）

2列シート車

ラゲッジルームスポットランプ
クイックコンフォートシートヒーター〈運転席・助手席・セカンド左右〉
後席可倒式シート
（6：4分割）
セカンド可倒式シート
（4：2：4分割、スライド、
リクライニング）
サード可倒式シート
（5:5分割、
リクライニング）

3列シート車

リヤセンターアームレスト
（カップホルダー付）
リヤセンターアームレストスルー（カップホルダー付）
全車標準装備

外装／
タイヤ・ホイール

セカンドシート〉●ラゲッジルームランプ ●ラゲッジフック
（4個）●コートハンガー〈セカンドシート〉●運転席シートリフター（ラチェット式）
●ラゲッジアンダースペース
（注10）●ルームランプ（注11）●アシストグリップ〈助手席、
●上下調整式ヘッドレスト〈全席〉●前席シートバックポケット
フロントグリル

AUTECH専用エクステリア

フロントバンパー（バンパー下部、
メタル調フィニッシュ）
リヤバンパーフィニッシャー（メタル調フィニッシュ）

AUTECH専用エンブレム〈フロント・リヤ〉
カラードドアモール
専用フルカラードエクステリア

カラードサイドシルガーニッシュ
カラードホイールアーチガーニッシュ
フルカラードリヤバンパー

専用デュアルエキゾーストマフラー
専用プラスチックバイザー（「AUTECH」エンブレム付）
専用ピラーガーニッシュ
（「AUTECH」ロゴ入り）
ルーフレール
ルーフレールレス

（注12）

パノラミックガラスルーフ
（電動チルト&スライド、電動格納式シェード付）

（注13）

リモコンオートバックドア
（挟み込み防止機構付）

（注14）

ハイブリッド専用エンブレム

4WD専用エンブレム

4WD車

4WD車

◆2

◆2

◆2

◆2

ECOモーター式
4WD車
4WD車

4WD車
4WD車

◆1

◆1

フロント・リヤ

フロント・リヤ

ドアロアクロームモール
専用19インチアルミホイール（19×7J）、
インセット：40、P.C.D：114.3（5穴）
＋225/55R19 99Hタイヤ
マッドガード
全車標準装備

●ルーフスポイラー（LED式ハイマウントストップランプ付）●メッキバックドアフィニッシャー ●スペアタイヤ（応急用）●スクラッチシールド

安全／メカニズム

SRSエアバッグ〈運転席・助手席〉
SRSサイドエアバッグ〈運転席・助手席〉
SRSカーテンエアバッグ
＋ブレーキLSD
VDC（ビークルダイナミクスコントロール、キャンセルスイッチ〔TCS機能含む〕）
インテリジェント エマージェンシーブレーキ＊1＊5
踏み間違い衝突防止アシスト＊1
フロント&バックソナー
＊1＊6
LDW（車線逸脱警報）

進入禁止標識検知＊1
アイドリングストップ
インテリジェント 4×4〈4WD MODEスイッチ付〉
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）
ヒルスタートアシスト
プロパイロット＊7
＊1
インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）
＊1
BSW（後側方車両検知警報）
＊1
RCTA（後退時車両検知警報）
インテリジェント FCW（前方衝突予測警報）
＊1
インテリジェント DA（ふらつき警報）
専用サスペンション
（SACHS製ショックアブソーバー）
4輪ベンチレーテッドディスクブレーキ

スタビライザー
車両接近通報装置
セキュリティ&セーフティパック プレミアム
リモコンエンジンスターター

全車標準装備

●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）●キー忘れ警報 ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ●燃料残量警告灯 ●半ドア警告表示
●イモビライザー（国土交通省認可品）●2ステージロードミッター付ダブルプリテンショナーシートベルト〈運転席〉●2ステージロードミッター付プリテンショナーシートベルト〈助手席〉●全席ELR付3点式シートベルト
●上下調整式シートベルトアンカー〈前席〉●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 ●チャイルドセーフティドアロック
●ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー（セカンドシート）●バッテリーセーバー（ヘッドランプ、ルームランプ）●エアバッグ展開連動ハザードランプ ●インテリジェント ライドコントロール（車体振動抑制システム）
●インテリジェント エンジンブレーキ ●インテリジェント トレースコントロール（コーナリング安定性向上システム）

寒冷地仕様

寒冷地仕様（ヒーター付ドアミラー、
リヤヒーターダクト）

セットオプション
＊1＊4 ●NissanConnect ナビゲーションシステム ●インテリジェント DA
＊1
◆1 ●インテリジェント パーキングアシスト
（駐車支援システム）
（ふらつき警報）

◆2 ●SRSサイドエアバッグ〈運転席・助手席〉 ●SRSカーテンエアバッグ
〈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。＊2 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。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。＊4 乗車人員、積載量、空気圧などの車両状態や、勾配などの路面状態により、目標駐車枠に対して実際の駐車位置にズレが生じる場合があります。自動で障害物を回避する機能はあり
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、適切な運転操作を行ってください。＊5 インテリジェント エマージェンシーブレーキは、約10〜80km/hの範囲で作動します。歩行者に対しては、約60km/h以上では作動しません。
また約30km/h以下で衝突回避の能力があります。詳しくはカーライフアドバイザーまでお問い合わせください。＊6 LDW（車線逸脱警報）は約60km/h以上で作動します。詳しくはカーライフアドバイザーまでお問い合わせください。＊7 プロパイロットは高
速道路や自動車専用道路で使用してください。プロパイロットはドライバーの運転操作を支援するためのシステムであり、自動運転システムではありません。安全運転をおこなう責任はドライバーにあります。わき見運転やぼんやり運転などの前方不注意および雨
･霧などの視界不良による危険を回避するものではありません。先行車との車間距離、車線内の位置、周囲の状況に応じてアクセル、ブレーキ、ハンドルを操作するなどして、常に安全運転を心がけてください。システムの能力には限界がありますので、システムだけ
に頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。プロパイロットの操作方法や重要な注意事項などが記載されていますので、
ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
●「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、
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。
アプリサービスには対応しておりません。
◆1〜2はそれぞれセットでメーカーオプションです。＊3 NissanConnect サービス内のパーソナルサービス、
インテリジェント アラウンドビューモニターの表示先は、NissanConnectナビゲーションシステムのみとなります。インテリジェント ルームミラーと日産オリジ
（注1）NissanConnectナビゲーションシステムとインテリジェント ルームミラーを同時装着した場合、
を同時装着した場合、表示先を切り替えることができます。
（注2）標準装備品フォグランプ「ハロゲンバルブ」の交換タイプです。
（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
ナルナビゲーション
（インテリジェント アラウンドビューモニター対応）
オーディオレス車にはカバーは装備されません。ハーネス、
アンテナは
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4）
装備されます。
（注5）DVD/CDはディスクの種類、記録状態によっては再生できない場合があります。また、DVD-RAMは再生できません。NissanConnect サービスの接続に対応する携帯電話につきましては、NissanConnect サービス メンバー専用ページ
でご確認ください。
（注6）
メーカーオプションの「NissanConnectナビゲーション
（www.nissanconnect.jp）の「適合携帯電話一覧」でご確認ください。iPod®対応機種は日産羅針盤（http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/）
日産オリジナルナビゲーション
（一部機種を除く）装着車のみお選びいただけます。
（注8）ETC2.0は、
日産オリジナルナビゲーション装着車（一部機種を除く）のみお選びいただけます。
（注9）
シートメインに本革を、その他の
システム」
とは同時装着できません。
（注7）
（注11）パノラミックガラスルーフ
（電動チルト&スライド、電動格納式シェード付）
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
部位には人工皮革を使用しています。
（注10）ハイブリッド車、および3列シート車はラゲッジアンダーボックスとなります。
（電動チルト&スライド、電動格納式シェード付）
は選択できません。
（注13）
パノラミックガラスルーフ
（電動チルト&スライド、電動格納式シェード付）
を装着の場合、ルームランプが
なります。
（注12）ルーフレールレスをお選びいただいた場合はパノラミックガラスルーフ
に変更となります。
（注14）
オーテック全車は専用マフラーを採用しているため、
リモコンオートバックドアのハンズフリー機能はありません。
後席読書灯（左右各1）
●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®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。●SACHS（ザックス）はZFブランド a bland of ZF です。

