人気のアイテムを装備して、うれしいプライス。
Special Equipment

NOTE C-Gear Limited

■ノート シーギア リミテッド 主要装備一覧

ノート シーギア リミテッド 特別装備

ノート シーギア リミテッド 特別装備
ノート シーギア 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）
ノート シーギア リミテッドはベース車に対して、以下の装備
が追加された特別仕様車です。また記載以外のオプション
設定につきましてはノートカタログ P64 の主要装備一覧を
ご覧ください。ベース車の仕様装備につきましてはノート
カタログP56-59の「ノート主要装備一覧」をご覧ください。

●ルーフスポイラー
●日産オリジナルナビ取付パッケージ
ステアリングスイッチや GPSアンテナなどがセットに
なったナビ取付パッケージ。ステアリングスイッチで、
ナビ取付パッケージ車用日産オリジナルナビゲーション
（ディーラーオプション）の操作が簡単に行えます。
※日産オリジナルナビゲーション以外を装着した場合、
動作の保証は致しかねます。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。

■セット内容
●ステアリングスイッチ ●リヤ 2 スピーカー
● GPSアンテナ ● TVアンテナ、
TVアンテナ用ハーネス

よりスポーティに、よりスタイリッシュに。
さらなる存在感と機能性を手にした
ノート シーギア リミテッド。

Photo（表紙 / 裏面）： e-POWER X シーギア リミテッド。ボディカラーはブリリアントホワイト
〈＃QAB 〉
（特別塗装色）。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
パール（ 3P ）
＋
機能付）
＋インテリジェント ルームミラー（インテリジェント アラウンドビューモニター表示機能付）
ヒーター付ドアミラーはセットでメーカーオプション。専用デカールキット
（ドアミラー &リヤバンパー
デカールセット）はオーテック扱いディーラーオプション。

e-POWER
X シーギア リミテッド
メーカー希望小売価格

2 , 270 , 160

X シーギア リミテッド
e-POWER X FOUR シーギア リミテッド

円（ 消 費 税 込 み ）

メーカー希望小売価格 1,804,680円（消費税込み）
メーカー希望小売価格 2,486,160 円（消費税込み）

●メーカー希望小売価格は参考価格です。価格は販売会社が独自に決めておりますので、それぞれの
販売会社にお問い合わせください。 ●メーカー希望小売価格にはメーカーオプション代、特別塗装
色代、およびディーラーオプション代は含まれておりません。●ボディカラーにブリリアントホワイト
〈 #QAB 〉、インペリアルアンバー（ P ）
〈 #CAS 〉、ギャラクシーゴールド（ TM ）
〈＃HAJ 〉、
パール（ 3P ）
サンライトイエロー（ P ）
〈＃EAV 〉をお選びの場合は 37,800 円、プレミアムコロナオレンジ（ PM ）
ガーネットレッド
（CP）
〈#NBF〉をお選びの場合は48,600円を別途申し受けます
（消費税込）。
〈#EBB〉、
●保険料、税金（消費税を除く）、登録等に伴う諸費用およびリサイクル料金は別途申し受けます。

■ボディカラー
ブリリアントホワイトパール スーパーブラック
〈＃QAB〉
（特別塗装色）〈＃KH3〉
（3P）

ベース車
｜グレード別装備
■視界
LEDヘッドランプ（ロービーム、オートレベライザー付、プロジェクタータイプ、LEDポジションランプ付）
フォグランプ
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（グロスブラック）
＊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）
インテリジェント ルームミラー（インテリジェント アラウンドビューモニター表示機能付）
■運転席まわり
ステアリングスイッチ（クルーズコントロール、
オーディオ、ハンズフリーフォン）
ステアリングスイッチ（オーディオ、ハンズフリーフォン）
ピアノ調センタークラスターフィニッシャー
ピアノ調センタークラスターサイドフィニッシャー
■空調
オートエアコン
（プッシュ式、デジタル表示）
外気温度計（メーター内ディスプレイ）
■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（リヤ2スピーカー、GPSアンテナ、TVアンテナ、TVアンテナ用ハーネス）
■シート/内装
シートクロス
（トリコット）
〈ノート シーギア専用〉
■外装/タイヤ・ホイール
ダーククロムフロントグリル〈ノート シーギア専用〉
ダークメタリックフロントスタイリングガード〈ノート シーギア専用〉
フォグランプフィニッシャー（アクセントカラー）
〈ノート シーギア専用〉
ルーフモール〈ノート シーギア専用〉
ルーフスポイラー
ダークメタリックサイドスタイリングガード〈ノート シーギア専用〉
ダークメタリックリヤスタイリングガード〈ノート シーギア専用〉
ダークメタリックホイールアーチガーニッシュ
〈ノート シーギア専用〉
グロスブラック15インチアルミホイール（15×5.5J）、
インセット：40、P.C.D：100（4穴）&185/65R15 88Sタイヤ
■安全/メカニズム
SRSカーテンエアバッグシステム
インテリジェント クルーズコントロール
＊2
インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）
ツーリングパッケージ（グロスブラック16インチアルミホイール（16×6.5J）、インセット：46、
P.C.D：100（4穴）&195/55R16 87Vタイヤ、専用チューニングサスペンション、専用チュー
ニング電動パワーステアリング、ボディ補強（フロントクロスバー、フロント&リヤサスペン
ションメンバーステー、
トンネルステー、リヤクロスバー）、ファインレスポンスVCM）
（注1）
■寒冷地仕様
ヒーター付ドアミラー
PTC素子ヒーター、リヤヒーターダクト、高濃度不凍液

e-POWER X

X

シーギア リミテッド

シーギア リミテッド

シーギア リミテッド

HR12DE
X

4WD（モーターアシスト方式）
HR12DE-EM57-N2
e-POWER X FOUR

◆1
◆1

◆1
◆1

◆1
◆1

◆2

◆2

◆2

HR12DE-EM57
e-POWER X

2WD

e-POWER X
FOUR

◆3
◆3
◆3
◆3

◆2
◆2

◆2
◆2

◆1 ◆4
◆4

◆1 ◆4
◆4

◆2
◆2

〈安全装備の注意事項〉＊1 注意事項につきましてはノートカタログP44 の「＊1 」、P45 の「＊3 、
＊4 、
＊5 」をご覧ください。＊2 注意事項につきましては
ノートカタログ P43 の「＊6 」をご覧ください。◆ 1 〜 4 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」
「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 ）仕様は、
e-POWER NISMOと共通になります（ 16インチアルミホイールは除く）。●主要諸元につきましてはノートカタログP64 の「ノート シーギア 主要諸元」
をご覧ください。■エンジン主要諸元、■変速比・最終減速比はベース車と同様です。なお、ベース車の諸元表はノートカタログP60の「エンジン主要諸元」
「変速比・最終減速比」をご覧ください。●ノート シーギア リミテッドは全車持込み登録でオーテック扱いとなります。登録時の車両重量等は実測値が適
用されますので、主要諸元（設計値）
と異なる場合があります。

Dealer Option
オーテック扱い
ディーラーオプション
●専用デュアルカーペット ●専用防水ラゲッジマット
●専用プラスチックバイザー ●専用デカールキット
（ドアミラー&リヤバンパーデカールセット）
（ストライプ入り）
（防水機能、外周縁付）

（CP）
ダークメタルグレー（M） シャイニングブルー（PM）インペリアルアンバー
（P）ギャラクシーゴールド
（P）
プレミアムコロナオレンジ（PM）オリーブグリーン
（TM） ガーネットレッド
（TM）サンライトイエロー
＊
〈＃EBB〉
（特別塗装色）
（特別塗装色） 〈＃KAD〉
（特別塗装色） 〈＃HAJ〉
（特別塗装色） 〈＃EAV〉
（特別塗装色）
〈＃EBA〉
〈＃NBF〉
〈＃RAW〉
〈＃CAS〉

●（3P）は3コートパール、
（PM）はパールメタリック、
（TM）はチタンメタリック、
（CP）はカラークリアパール、
（M）はメタリック、
（P）はパールの略です。●印刷インキの性質上、実際の塗色と異なって見える場合があります。＊e-POWER X シーギア リミテッド / e-POWER X FOUR シーギア リミテッドのみ、お選びいただけます。

お問い合わせはお近くの販売会社、または下記へどうぞ。
〒220-8686
神奈川県横浜市西区高島1丁目1番1号

スピ ード お さえて 、い い 運 転 。
シ ートベ ルトとチャイ ルドシ ートを 忘 れ ず に 。

www.nissan.co.jp

お客さま
相談室

企画・開発・製造

・PHSも対応）
0120-315-232 （携帯
＞＞ 受付時間 9：00〜17：00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応やお客さま満足度向上のために記録し活用させていただいております。なお、内容により販売会社から回答
させていただくことが適切と当社が判断した場合には、当社の要請に基づき販売会社からお客さまに直接ご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめ
ご了承ください。なお、当社における個人情報の取り扱いに関する詳細は、上記「日産自動車ホームページ」に掲載しております。
●本カタログの内容は 2019 年 5 月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。●本カタログに掲載されている写真は、印刷インキや撮影条件
などから、実際の色と異なって見えることがあります。●本カタログに掲載されている写真の一部は合成写真となります。なお、写真の小物類は撮影のための小道具です。

このカタログは適切に管理された FSC®
認証林、再生資源およびその他の管理され
た供給源からの原材料で作られています。

F1022-9051AAA

