■日産ルークス主要装備一覧
アーバンクロム特別装備

標準装備

メーカーオプション
（ご注文時に申し受けます）

ディーラーオプション

ルークスカタログP34-39 の全車標準装備も合わせてご覧ください。

車種

ハイウェイ
ハイウェイ
ハイウェイ
スターG
ハイウェイ
スターX
スターG
ターボ
アーバンクロム
スターX
ターボ
アーバンクロム
アーバンクロム プロパイロット
アーバンクロム プロパイロット
エディション
エディション

2WD/4WD
BR06-SM21

グレード別装備
視界
オートレベライザー付
LEDヘッドランプ
（ハイ/ロービーム） マニュアルレベライザー付
シグネチャーLEDポジションランプ
ハイビームアシスト
（アクセントランプ付）
（注1）
アダプティブLEDヘッドライトシステム
（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）
インテリジェント 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ブラックドアミラー（ドアロック連動自動格納機能付）
＊1
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）

BR06-SM21

（インタークーラーターボ）

ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー
IRカット&スーパーUVカットグリーンガラス〈フロント〉
IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス〈フロントドア〉
LEDフォグランプ
運転席まわり
本革巻ステアリング
オーディオ、ハンズフリーフォン
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、
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、プロパイロット
プッシュエンジンスターター
（注2）
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）
アドバンスドドライブアシストディスプレイ
（4.2インチカラーディスプレイ、外気温度計）
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
電動パーキングブレーキ
足踏み式パーキングブレーキ（フットリリース式）
オートブレーキホールド
メッキセンターベントノブ、
メッキサイドベントノブ、
メッキボタン付シフトノブ
ブラックピアノ調フィニッシャーパワーウインドウスイッチベース〈前席〉
USBソケット
（注3）
空調
オートエアコン
（タッチパネル式、作動確認機能付）
外気温度計（メーター内ディスプレイ）
◆1
プラズマクラスター搭載リヤシーリングファン
◆1
◆1 ◆2
◆1 ◆2
オーディオ/ナビゲーション
日産オリジナルナビ取付パッケージ
（GPSアンテナ、TVアンテナ
〔リヤクォーターガラス取付〕、
6スピーカー〈フロント4スピーカー＋リヤ2スピーカー〉）
日産オリジナルナビゲーション
ナビレコお買い得パック
（日産オリジナルナビ取付パッケージ用）
ETC2.0/ETCユニット
（注4）
内装/シート
フロントベンチシート
（センターアームレスト付）
フロントシート
フロントセパレートシート
◆2
◆2
パーソナルテーブル〈後席〉
（カップホルダー各2個、
コンビニフック付、折りたたみ格納式）
◆1
◆1
◆1 ◆2
◆1 ◆2
5個（フロント3個、リヤ2個）
カップホルダー
9個（フロント3個、リヤ6個）
◆1
◆1
◆1 ◆2
◆1 ◆2
助手席シート肩口リクライニングレバー
助手席シートバックポケット〈アッパー/ロア〉
助手席シートアンダーボックス
（車検証収納トレイ付）
USBソケット〈助手席シートバック部〉
◆1
◆1
◆1 ◆2
◆1 ◆2
メッキインナードアハンドル
ロールサンシェード〈リヤ〉
◆1
◆1
◆1 ◆2
◆1 ◆2
ドアトリムクロス
トリコット
ロングスライド、
リクライニング、
ワンタッチ格納）
後席可倒式シート
（5:5分割、
（注5）
防水シート
（ブラック）
フレーザークロス®/パートナー® コンビシート
前席ヒーター付シート
（注6）◆3 2WD 4WD ◆3 2WD 4WD ◆3 2WD 4WD ◆3 2WD 4WD
フロアカーペット
（エクセレント：消臭機能付）
外装/タイヤ・ホイール
スライドドアオートクロージャ―〈両側〉
スライドドア
ハンズフリーオートスライドドア〈助手席側〉
（挟み込み防止機構付）
ハンズフリーオートスライドドア〈両側〉
（挟み込み防止機構付）
全ドア連動ロック機能
ドアストップ機能
ダーククロムフロントグリル（Urban CHROME専用）
ハイウェイスター専用外装、
フロントエアロバンパー、
リヤエアロバンパー、バックドアフィニッシャー、
ルーフスポイラー、Highway STARエンブレム
165/55R15 75Vタイヤ&15インチアルミホイール（15×4.5J）、インセット：46、P.C.D：100（4穴）
155/65R14 75Sタイヤ&14インチアルミホイール（14×4.5J）、インセット：46、P.C.D：100（4穴）
ジャッキ
安全/メカニズム
スマートシンプルハイブリッド
フロント&バックソナー
インテリジェント エマージェンシーブレーキ＊2
踏み間違い衝突防止アシスト＊2

SOSコール
プロパイロット＊3
＊4＋LDW
＊4
インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）
（車線逸脱警報）
＊5
インテリジェント FCW（前方衝突予測警報）
＊6
インテリジェント DA（ふらつき警報）
＊7
標識検知機能（進入禁止標識検知、最高速度標識検知、一時停止標識検知）

（注7）

先行車発進お知らせ
SRSニーエアバッグシステム〈運転席〉
ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト〈後席〉
寒冷地仕様
前席ヒーター付シート、
ヒーター付ドアミラー、
リヤヒーターダクト、PTC素子ヒーター、高濃度不凍液 （注6）◆3 2WD 4WD ◆3 2WD 4WD ◆3 2WD 4WD ◆3 2WD 4WD

セットオプション
◆1

A
●パーソナルテーブル〈後席〉
（カップホルダー各2個、
コンビニフック付、折りたたみ格納式）
●カップホルダー（9個）●USBソケット〈助手席シートバック部〉●ロールサンシェード〈リヤ〉
B

（カップホルダー各2個、
コンビニフック付、折りたたみ格納式）
◆2 ●プラズマクラスター搭載リヤシーリングファン ●フロントセパレートシート ●パーソナルテーブル〈後席〉
●カップホルダー（9個）●USBソケット〈助手席シートバック部〉●ロールサンシェード〈リヤ〉
◆3 ●前席ヒーター付シート ●寒冷地仕様

＊2 、
＊3 、
＊4 」をご覧ください。＊2 ルークスカタログ
〈安全装備の注意事項〉＊1 ルークスカタログ P20 の「＊1 、
主なディーラーオプション
P21とP19 の「＊2 」をご覧ください。＊3 ルークスカタログP7 の「＊1 、＊2 、＊3 、＊4 」をご覧ください。＊4 ルークス
● 5YEARS COAT ●ウインドウ撥水 12ヶ月
カタログP19 の「＊2 、
＊6 」をご覧ください。＊5 ルークスカタログP19 の「＊2 、
＊3 」をご覧ください。＊6 ルークス
●プラスチックバイザー
カタログP19 の「＊2 」をご覧ください。＊7 ルークスカタログP22 の「＊1 」をご覧ください。
● ISO FIX 対応チャイルド・セーフティシート
◆ 1 〜 3 はそれぞれセットでメーカーオプションです。 ●｢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
詳しくはオプショナルパーツカタログをご覧ください。
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。（注 1 ）アダプティブLED ヘッドライトシ
ステムは、ハイビームアシストの機能を有しています。
（注 2 ）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 3 ）日産オリジナル
ナビゲーション（ MM320D-L ）付車用と充電専用があります。詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。
（注 4 ）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。詳しくはオプショナルパーツカタログをご覧ください。
（注5 ）シートメインは「フレーザークロス® 」、シートメイ
ンサイド、マチ、ヘッドレスト、前席シートバックは「パートナー ® 」、後席シートバックはカーペット素材となります。シート地以外はベース車と同様です。
（注 6 ）
「 内装 /シー
ト」の前席ヒーター付シートと「寒冷地仕様」の前席ヒーター付シートは同一の装備になります。
（注 7 ）SOSコールスイッチ、SOSコール専用スピーカー付となります。
またご利用には、サービスへのご契約が必要となります。
（本サービスは車両の初度登録年月より10 年間ご利用可能です。）
●プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。 ●フレーザークロスはスミノエテイジンテクノ株式会社、
パートナーはアキレス株式会社の登録商標です。
★ルークス ハイウェイスター アーバンクロムは2021年1月発売予定です。

