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XV ハイウェイスターV e-POWER XV e-POWER
ハイウェイスターV

2WD 4WD
（オートコントロール4WD） 2WD 4WD

（オートコントロール4WD） 2WD

MR20DD HR14DDe-EM57
8人乗り 8人乗り

視界 LEDヘッドランプ（ハイ/ロービーム、シグネチャーLEDポジションランプ付） マニュアルレベライザー付
オートレベライザー付 （注1） ◆1 ◆1 ◆1 ◆1 ◆1◆2 ◆1◆2

アダプティブLEDヘッドライトシステム （注1） ◆1 ◆1 ◆1 ◆1 ◆1◆2 ◆1◆2
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）
LEDフォグランプ
LEDリヤコンビネーションランプ
サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー（ドアロック連動格納機能付）
UVカット断熱グリーンガラス〈フロントドア〉
スーパーUVカットグリーンガラス〈フロント〉 遮音
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 （注2） ◆1◆3 ◆1◆3 ◆1◆3 ◆1◆3 ◆1◆2◆3 ◆1◆2◆3
インテリジェント ルームミラー ◆1◆3 ◆1◆3 ◆1◆3 ◆1◆3 ◆1◆2◆3 ◆1◆2◆3
防眩式ルームミラー
サイドアンダーミラー （注3）
フロント車速感知無段間けつ式ワイパー
プロパイロット パーキング ◆2 ◆2

全車標準装備 ●UVカット断熱グリーンガラス〈フロントクォーター〉 ●プライバシーガラス（UVカット断熱機能付）〈スライドドア、リヤクォーター、バックドア〉 ●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（タイマー付）

運転席まわり 本革巻ステアリング
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、プロパイロット
パドルシフト
電制シフト（スイッチタイプ）
e-Pedal Step
プッシュパワースターター
プッシュエンジンスターター
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） （注4）
ドライブモードセレクター （注5）
アドバンスドドライブアシストディスプレイ 7インチカラーディスプレイ

12.3インチカラーディスプレイ ◆1 ◆1 ◆1 ◆1 ◆1◆2 ◆1◆2
統合型インターフェースディスプレイ ◆1 ◆1 ◆1 ◆1 ◆1◆2 ◆1◆2
ワイヤレス充電器 ◆1 ◆1 ◆1 ◆1 ◆1◆2 ◆1◆2
フロントセンタートレイ
車速感応式オート集中ドアロック
接近時アンロック / 降車時オートロック機能
電動パーキングブレーキ
オートブレーキホールド

全車標準装備
●抗菌仕様〈ステアリング〉 ●車速感応式電動パワーステアリング ●チルト ･ テレスコピックステアリング ●パワーウインドウ〈フロントドア、スライドドア〉（運転席 ・ 助手席 ・ セカンド ： ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付） ●フューエルフィラーリッドオープナー
●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） ●グローブボックス（ダンパー付） ●インストセンタートレイ ●インストセンターロアポケット ●インスト助手席アッパーボックス ●インスト助手席トレイ ●フロントドアポケット（ボトルホルダー、ティッシュボックスホルダー付） 
●スライドドアボトルホルダー

空調 プラズマクラスター搭載フロントオートエアコン＋リヤオートエアコン
エアコン独立温度調整機能　運転席、助手席、後席
リヤヒーターダクト
クリーンフィルター

オーディオ /
ナビゲーション

オーディオレス＋4スピーカー （注6）
6スピーカー ◆1◆3 ◆1◆3 ◆1◆3 ◆1◆3 ◆1◆2◆3 ◆1◆2◆3
NissanConnectナビゲーションシステム（地デジ内蔵）（12.3インチカラーディスプレイ、ハンズフリーフォン、
VICS（FM多重）、ボイスアシスタント、Bluetooth®対応、USB接続、HDMI接続、Apple CarPlay ・ Android Auto™
連携機能、Amazon Alexa搭載、AM/FMラジオ、NissanConnect サービス対応、iPod®対応） （注7）（注8）

◆1 ◆1 ◆1 ◆1 ◆1◆2 ◆1◆2

車載通信ユニット（TCU［Telematics Control Unit］） ◆1 ◆1 ◆1 ◆1 ◆1◆2 ◆1◆2
ETC2.0ユニット（ビルトインタイプ） ◆1 ◆1 ◆1 ◆1 ◆1◆2 ◆1◆2
ドライブレコーダー（前後セット） ◆1 ◆1 ◆1 ◆1 ◆1◆2 ◆1◆2
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） ◆3 ◆3 ◆3 ◆3 ◆3 ◆3

全車標準装備 ●ガラスアンテナ

内装 インストロア、ドアトリムクロス（合皮（ステッチ付））
木目調フィニッシャー ブラック

ブラウン 木目柄
メッキインナードアハンドル
ロールサンシェード〈セカンド〉
パーソナルテーブル 〈セカンド左右〉（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） （注16）

〈サード左右〉（カップホルダー各1個、コンビニフック付、折りたたみ格納式）
カップホルダー 13個〈フロント3個、セカンド4個、サード6個〉
コンビニフック 11個〈スマートマルチセンターシート1個、パーソナルテーブル〈セカンド左右〉各3個、〈サード左右〉各2個〉
USB電源ソケット タイプA 1個〈フロント〉、タイプC 5個〈フロント1個、セカンド2個、サード2個〉
100V AC電源（1500W）〈室内1個、ラゲッジ1個〉
フロアカーペット（エクセレント ： 吸遮音 ・ 消臭機能付）

全車標準装備 ●アシストグリップ〈前席、セカンド、サード〉 ●乗降用グリップ〈セカンド〉 ●電源ソケット（DC12V） ●ラゲッジフック〈6個〉 ●ラゲッジアンダーボックス ●LEDマップランプ ●LEDルームランプ ●LEDラゲッジランプ

シート シート地 織物 / トリコット
ジャカード織物 / トリコット（撥水加工）&合皮コンビ
防水シート（ネオソフィール®） （注9）

セカンドシート 右 超ロングスライド＋横スライド＋リクライニング
中央 スマートマルチセンターシート（ティッシュボックス収納、コンビニフック付、アームレスト、

可倒式、ヘッドレスト付）
左 超ロングスライド＋横スライド＋リクライニング

サードシート スマートアップサードシート（低位置格納式）　スライド＋リクライニング
アームレスト 運転席 ・ 助手席 運転席 ・ 助手席 運転席 ・ 助手席 運転席 ・ 助手席 運転席 ・ 助手席 運転席 ・ 助手席
前席シートバックポケット〈アッパー〉

全車標準装備 ●運転席シートリフター ●上下調整式ヘッドレスト〈前席、セカンド（左右）、サード（左右）〉 ●ヘッドレスト〈サード（中央）〉 ●前席シートバックポケット〈ロア〉 ●抗菌仕様〈シート〉

外装 /
タイヤ･
ホイール

ハイウェイスター専用外装（フロントグリル、フロントエアロバンパー、サイドシルスポイラー、リヤエアロバンパー、ハイウェイスターエンブレム）
メッキアウトサイドドアハンドル
スライドドア スライドドアオートクロージャー〈両側〉

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） （注10）（注11）
サードシート用助手席側オートスライドドアスイッチ
全ドア連動ロック機能
ドアストップ機能

デュアルバックドア
205/65R16 
95Hタイヤ

ハイウェイスター専用16インチアルミホイール（16×6.0J）、インセット45、P.C.D ： 114.3（5穴）
16インチアルミホイール（16×6.0J）、インセット45、P.C.D ： 114.3（5穴）
16インチフルホイールカバー（16×6.0J）、インセット45、P.C.D ： 114.3（5穴）

タイヤ応急修理キット（スペアタイヤレス） （注12）
ハンドルレバー、ハンドル兼ホイールナットレンチ

全車標準装備 ●e-POWERエンブレム（e-POWER車） ●ルーフスポイラー ●メッキバックドアフィニッシャー ●スクラッチシールド（注13） ●ドアサッシュブラックアウト（注22）

 標準装備
 メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）
 NMC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
 NMCオーテック扱いディーラーオプション

■セレナ ステップタイプ主要装備一覧



XV ハイウェイスターV e-POWER XV e-POWER
ハイウェイスターV

2WD 4WD
（オートコントロール4WD） 2WD 4WD

（オートコントロール4WD） 2WD

MR20DD HR14DDe-EM57
8人乗り 8人乗り

安全 /
メカニズム

プロパイロット＊2
プロパイロット（ナビリンク機能付）＊3 ◆1 ◆1 ◆1 ◆1 ◆1◆2 ◆1◆2
プロパイロット緊急停止支援システム（SOSコール機能付） （注14） ◆1 ◆1 ◆1 ◆1 ◆1◆2 ◆1◆2
SOSコール （注14） ◆1 ◆1 ◆1 ◆1 ◆1◆2 ◆1◆2
ヒルスタートアシスト
インテリジェント エマージェンシーブレーキ
インテリジェント FCW（前方衝突予測警報）＊4
衝突回避ステアリングアシスト
インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）＋LDW（車線逸脱警報）
インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）＋BSW（後側方車両検知警報）＊5
RCTA（後退時車両検知警報）
インテリジェント DA（ふらつき警報）
踏み間違い衝突防止アシスト
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）
SRSエアバッグ〈前席〉
SRSサイドエアバッグ〈前席〉
SRSカーテンエアバッグ
車両接近通報装置
エマージェンシーストップシグナル

全車標準装備
●アイドリングストップ（注15） ●キー忘れ警報 ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●燃料残量警告灯 ●半ドア警告灯 ●フロント&バックソナー ●VDC（ビークルダイナミクスコントロール［TCS機能含む］） ●ABS（アンチロックブレーキシステム） ●ブレーキアシスト ●EBD（電子制御制動力配分システム） 
●イモビライザー（国土交通省認可品） ●全席ELR付3点式シートベルト ●ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト〈前席〉 ●ロードリミッター付シートベルト〈セカンド左右〉 ●上下調整式シートベルトアンカー〈前席〉 ●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）〈全席〉 
●ISO FIX対応チャイルドシート固定用アンカー〈セカンド〉 ●チャイルドセーフティドアロック ●スタビライザー〈フロント ･ リヤ〉 ●キャップレス給油口 ●バッテリーセーバー（ヘッドランプ、マップランプ、ルームランプ、ラゲッジランプ） ●LEDハイマウントストップランプ ●エアバッグ展開連動ハザードランプ 
●先行車発進お知らせ

寒冷地仕様 クリアビューパッケージ ワイパーデアイサー ◆8 ◆10 ◆8 ◆10 ◆8 ◆8
リヤLEDフォグランプ ◆8 ◆10 ◆8 ◆10 ◆8 ◆8

ホットプラスパッケージ ヒーター付ドアミラー ◆8◆9 ◆8◆9 ◆8◆9 ◆8◆9
ステアリングヒーター ◆8◆9 ◆8◆9 ◆8◆9 ◆8◆9
ヒーター付シート〈前席、セカンド（左右）〉 ◆8◆9 ◆8◆9 ◆8◆9 ◆8◆9

高濃度不凍液 ◆8◆9 ◆8◆9 ◆8◆9 ◆8◆9
PTC素子ヒーター ◆8◆9 ◆8◆9

ステップタイプ
専用装備

ロングステップ&ステップイルミネーション （注11）
シートバックグリップ〈助手席〉、乗降用グリップ〈助手席、スライドドア助手席側後〉 （注16）（注17）

カーライフ商品コード
NMCオーテック
扱いディーラー
オプション

乗降用グリップ〈助手席〉 （注17） PTQK0
車いす収納装置
（電動式、リヤバンパープロテクター含む）　（注18）

ガソリン車用 PTQD2
e-POWER車用 PTQD3

車いす固定用ゴムネット （注18） PTQG0
リヤバンパープロテクター （注18） PTQG1
サポートパッド グレー （注19） PTQK2
車いすマークステッカー 非反射タイプ、4枚セット（118mm×112mm） ZZQH3

非反射タイプ、1枚（118mm×112mm） ZZQH2
非反射タイプ、マグネット式1枚（124mm×117mm） ZZQH4

車いす チャコールグレー （注20）（注21） ZZQKJ

■セレナ ステップタイプ主要装備一覧
 標準装備
 メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）
 NMC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
 NMCオーテック扱いディーラーオプション

セットメーカーオプション一覧

◆1 ●ヘッドランプオートレベライザー ●アダプティブLEDヘッドライトシステム●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）●インテリジェントルームミラー ●アドバンスドドライブアシストディスプレイ（12.3インチカラーディスプレイ）●統合型インターフェースディスプレイ●ワイヤレス充電器 ●6スピーカー
●NissanConnectナビゲーションシステム（地デジ内蔵） ●車載通信ユニット（TCU［Telematics Control Unit］） ●ETC2.0ユニット（ビルトインタイプ） ●ドライブレコーダー（前後セット） ●プロパイロット（ナビリンク機能付） ●プロパイロット緊急停止支援システム（SOSコール機能付） ●SOSコール

◆2 ●ヘッドランプ オートレベライザー ●アダプティブLEDヘッドライトシステム ●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） ●インテリジェント ルームミラー ●アドバンスドドライブアシストディスプレイ（12.3インチカラーディスプレイ） ●統合型インターフェースディスプレイ ●ワイヤレス充電器 ●6スピーカー
●NissanConnectナビゲーションシステム（地デジ内蔵） ●車載通信ユニット（TCU［Telematics Control Unit］） ●ETC2.0ユニット（ビルトインタイプ） ●ドライブレコーダー（前後セット） ●プロパイロット（ナビリンク機能付） ●プロパイロット緊急停止支援システム（SOSコール機能付） ●SOSコール ●プロパイロット パーキング

◆3 ●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） ●インテリジェント ルームミラー ●6スピーカー ●日産オリジナルナビ取付パッケージ
◆4 ●プラズマクラスター搭載フロントオートエアコン＋リヤオートエアコン ●エアコン独立温度調整機能〈後席〉 ●リヤヒーターダクト
◆5 ●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） ●サードシート用助手席側オートスライドドアスイッチ ●全ドア連動ロック機能 ●ドアストップ機能
◆6 ●LEDフォグランプ ●ホットプラスパッケージ（ヒーター付ドアミラー） ●クリアビューパッケージ（ワイパーデアイサー、リヤLEDフォグランプ） ●高濃度不凍液 ●PTC素子ヒーター（ガソリン 2WD車）
◆7 ●LEDフォグランプ ●クリアビューパッケージ（ワイパーデアイサー、リヤLEDフォグランプ）
◆8 ●ホットプラスパッケージ（ヒーター付ドアミラー、ステアリングヒーター、ヒーター付シート〈前席、セカンド（左右）〉） ●クリアビューパッケージ（リヤLEDフォグランプ、ワイパーデアイサー） ●高濃度不凍液 ●PTC素子ヒーター（ガソリン 2WD車）
◆9 ●ホットプラスパッケージ（ヒーター付ドアミラー、ステアリングヒーター、ヒーター付シート〈前席、セカンド（左右）〉） ●高濃度不凍液 ●PTC素子ヒーター（ガソリン 2WD車）
◆10 ●クリアビューパッケージ（ワイパーデアイサー、リヤLEDフォグランプ）

〈安全装備の注意事項〉 ＊1 セレナ標準車カタログ P18の「＊1、＊4」をご覧ください。 ＊2 セレナ標準車カタログ P17の「＊1、＊4」をご覧ください。 ＊3 セレナ標準車カタログ P17の「＊1、＊4」をご覧ください。 ＊4 セレナ標準車カタログ P18の「＊1、＊2」をご覧くださ
い。 ＊5 セレナ標準車カタログ P18の「＊1、＊3」をご覧ください。
◆1～10はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。 ●「メーカーオプション」「NMC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NMC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。（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。アダプ
ティブLEDヘッドライトシステム装着時、ヘッドランプはマニュアルレベライザー付からオートレベライザー付に変更となります。（注2）インテリジェント アラウンドビューモニターはインテリジェント ルームミラーに表示されます。NissanConnectナビゲーションシステムを装着の場合はナビ画面に表示されます。（注3）インテリジェント アラウンドビュー
モニターを装着した場合、サイドアンダーミラーは非装着となります。（注4）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5）e-POWER車は
STANDARD / ECO / SPORTの3モード、ガソリン車はSTANDARD / ECOの2モードになります。（注6）オーディオレス車には、カバー、ハーネスは装備されます。（注7）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になれない機種があります。NissanConnect サービス機能
のご利用は、NissanConnectナビゲーションシステム搭載車となります。iPod®の対応機種については、日産羅針盤にてご確認ください（https://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/）。（注8）NissanConnect サービス機能のご利用には、NissanConnect サービスへのご契約（有料）が必要となります。（注9）サード
シートのシートバックは、ベース車同様カーペット素材となります。その他の部位に防水性のある生地を使用しています。（注10）ハンズフリーオートスライドドア（挟み込み防止機構付）は、ワンタッチオートスライドドア機能も装備されます。（注11）ハンズフリーオートスライドドア〈助手席側〉のハンズフリー機能は装備されません。（注12）タイヤ応急修理キッ
トは、サードシート右側トリム内に収納されます。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。（注13）スクラッチシールドは、サイドシルスポイラー、リヤスポイラー、ソナーセンサーを除く車体色塗装部位に塗布しております。外板色カーディナルレッド（CPM）〈＃NBL〉お
よび、カーディナルレッド（CPM）/スーパーブラック 2トーン〈＃XDU〉の場合は、スクラッチシールドは塗布されません。（注14）SOSコール機能はNissanConnectの加入が必要です。（注15）e-POWER車はバッテリー残量等の状況により、停車中でもエンジンが作動する場合があります。（注16）NMCオーテック扱いオプションの「シートバックグリップ
〈助手席〉、乗降用グリップ〈助手席、スライドドア助手席側後〉」を選択した場合、パーソナルテーブル〈セカンド左〉（カップホルダー2個、コンビニフック3個）が装備されません。（注17）乗降用グリップ〈助手席〉にはぶら下がらないでください。破損するおそれがあります。また、NMCオーテック扱いディーラーオプションの乗降用グリップ〈助手席〉を販売会社
で取付ける際は、専用工具が必要となります。詳しくは販売会社にお問い合わせいただくか、日産自動車ホームページ（日産ライフケアビークル（福祉車両））をご覧ください。（注18）車いす収納装置（電動式）、車いす固定用ゴムネット、リヤバンパープロテクターはサードシート格納時およびリクライニング時には使用できません。（注19）セカンドシート、サー
ドシートに装着可能です。（注20）寸法 ： 全長973mm×幅560mm×高さ1100mm～1250mm。折りたたみ寸法 ： 全長973mm×幅300mm×高さ860mm。（注21）消費税非課税となります。（注22）2トーン塗装車、e-POWER ハイウェイスターV、ハイウェイスターVのドアサッシュはハイグロスタイプとなります。
●ネオソフィールはセーレン株式会社の登録商標です。 ●本商品にはシャープ株式会社のプラズマクラスター技術を搭載しています。プラズマクラスターマーク及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。 ●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。
●Apple CarPlay、iPodおよびiPhone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。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 ●AndroidおよびAndroid Auto™は、Google LLCの商標です。 ●Amazon、Alexaおよび関連するすべてのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連
会社の商標です。 ●NissanConnectは、日産自動車株式会社の登録商標です。
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