■セレナ NISMO 主要装備一覧
セレナNISMO 専用装備

メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

視界

運転席まわり

空調

車

標準装備

ベース車

NISMO専用車速感応式電動パワーステアリング
NISMO専用本革・アルカンターラ®巻3本スポークステアリング（レッドセンターマーク、レッドステッチ、ガンメタクローム加飾付）
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、
プロパイロット、オーディオ）
NISMO専用本革巻シフトノブ（レッドステッチ付）
プッシュエンジンスターター（スイッチ照明付）
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）
ECOモードスイッチ・インジケーター
NISMO専用コンビメーター（NISMOロゴ入り、レッドフィニッシャー）
NISMO専用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）
（ドライビングコンピューター付、時計、外気温表示）
NISMO専用センタークラスター（ダークシルバーフィニッシャー）
NISMO専用エンブレム
ピアノ調パワーウインドウスイッチフィニッシャー
NISMO専用レッドフィニッシャー（エアコン吹き出し口、プッシュエンジンスターター）
電動パーキングブレーキ
オートブレーキホールド
オートエアコン＋リヤクーラー
オートデュアルエアコン
クリーンフィルター（脱臭機能付）
花粉フィルター

オーディオレス＋4スピーカー
オーディオ／
ナビゲーション ガラスアンテナ
リヤビューモニター用プリハーネス）
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（オーディオ）、6スピーカー、TVアンテナ、GPSアンテナ、
システム
日産オリジナルナビゲーション
（USBソケット付〈助手席アッパーボックス内〉）
NISMO後席モニター
ETCユニット
ドライブレコーダー
内装

NISMO専用スエード調インストパッド（レッドステッチ）
ロールサンシェード
（セカンド）
NISMO専用ブラックトリム（ピラー、ルーフ、サンバイザー、バックドア）
（カップホルダー各2個、折りたたみ格納式）
パーソナルテーブル 〈セカンド左右〉
〈サード左右〉
（カップホルダー各1個、折りたたみ格納式）
〈セカンド左右〉
（カップホルダー各2個、折りたたみ格納式）、
10個〈フロント2個、セカンド4個、サード4個〉
カップホルダー
12個〈フロント2個、セカンド4個、サード6個〉
USB電源ソケット〈セカンド･サード各2個〉
NISMOフロアマット（NISMOエンブレム付き）
NISMOエントランスプレート
NISMOラゲッジマット

セレナNISMO 専用装備

2WD

ディーラーオプション

｜グレード別装備
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、シグネチャーLEDポジションランプ付)
NISMO専用LEDハイパーデイライト（車幅灯連動）
ハイビームアシスト
LEDリヤコンビネーションランプ
LEDハイマウントストップランプ
NISMO専用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
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）
スーパー UVカット断熱グリーンガラス〈フロントドア〉
UVカット断熱グリーンガラス〈フロントドア〉
＊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
バックビューモニター

■セレナ NISMO 主要装備一覧

種

NISMO
セレナ ハイウェイスター

（注 2）

2WD

ディーラーオプション

エクストロニックCVT（無段変速機）

MR20DD-SM24

◆1
◆1

｜標準装備
●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〉
●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（リバース連動付）
●熱線リヤウインドウ
（タイマー付）
●防眩式ルームミラー

●チルト･テレスコピックステアリング
●燃料残量警告灯
●半ドア警告灯
●ヘッドランプ消し忘れ警報
●キー忘れ警報
●電動パーキングブレーキ戻し忘れ警報
●パワーウインドウ
（フロントドア、スライドドア）
〈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〉
●フューエルフィラーリッドオープナー
●マップランプ（ドア連動）
●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）
●集中ドアロック ●デジタル速度計

◆3、4

（注 7）

◆2
◆2
◆2

安全／
メカニズム／
セキュリティ

●運転席 / 助手席アッパーボックス ●助手席トレイ ●照明付イン
ストセンタートレイ ●運転席ロアボックス ●アシストグリップ〈助
手席、セカンド、サード〉●乗降用グリップ〈セカンド〉● USB 電源ソ
ケット〈前席 1 個〉●電源ソケット
（ DC12V ）●大容量グローブボッ
クス（ダンパー付）●ラゲッジフック〈フロア部 4 個、ピラー部 2 個〉
●大容量ラゲッジアンダーボックス ●ルームランプ（マップランプ
兼用）●フロントドアポケット
（ボトルホルダー付）●リヤドアボトル
ホルダー ●コンビニフック〈インストロアカップホルダー部〉

｜グレード別装備
踏み間違い衝突防止アシスト＊6
＊6
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）
フロント&バックソナー
SRSエアバッグシステム〈前席〉
SRSカーテンエアバッグシステム&サイドエアバッグシステム〈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）
ISO FIX対応チャイルドシート固定用アンカー〈セカンド〉
エンジンイモビライザー（国土交通省認可品）

◆3、4
◆3、4
◆3、4
◆1、3、4

■ セ ット オ プ ション

NISMOセーフティパック

●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 パーキングアシスト
（駐車支援システム）●インテリジェント DA（ふらつき警報）●ヒーター付ドアミラー
●スーパーUVカット断熱グリーンガラス〈フロントドア〉●パーソナルテーブル〈セカンド・サード左右〉●カップホルダー12個 ●USB電源ソケット〈セカンド・サード各2個〉●セカンドシート 超ロングスライド＋横スライド ●サードシートスライド
●シートバックフック8個 ●シートバックポケット〈運転席・助手席〉
（スマートフォン・タブレット収納付）
●NISMOセーフティパック
●快適パック
●オートデュアルエアコン ●寒冷地仕様（ヒーターダクト〈サード足元〉、PTC素子ヒーター、高濃度不凍液、
ヒーター付ドアミラー）
●オートデュアルエアコン ●前席クイックコンフォートヒーター付シート ●寒冷地仕様（ヒーターダクト〈サード足元〉、PTC素子ヒーター、高濃度不凍液、
ヒーター付ドアミラー）

快適パック
◆1
◆2
◆3
◆4

〈安全装備の注意事項〉＊1 、
＊2 、
＊3 、
＊4 、
＊5 、
＊6 先進安全装備の注記をご覧ください。
◆ 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」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。
（注1）インテリジェント アラウンドビューモニター、インテリジェント パーキングアシストは、アドバンスドドライブアシストディスプレイ内の7インチカラーディスプレイに表示されます。
（注2）日産オリジナルナビゲーションを装着した
場合のみお選びいただけます。
（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）
リヤヒーターは含まれておりません。リヤヒーターをご要望の場合は、
「オートデュアルエアコン」をお選びください。
（注5）
「オートデュアルエアコン」を選択した
場合、
リヤの空調調整は、プッシュ式になります。
「オートデュアルエアコン」には、
リヤの冷暖房機能が含まれております。
（ 注 6 ）オーディオ／ナビゲーションシステム非装着時のカバーは装備されません。ハーネス、アンテナは装備
されます。
（注 7 ）日産オリジナルナビゲーション（一部機種除く）を装着した場合のみお選びいただけます。
（注 8 ）NISMO 専用チューニングRECARO 製スポーツシート〈前席〉を選択の場合、パーソナルテーブル〈セカンド左右〉、
カップホルダー〈セカンド4 個〉、アームレスト、シートバックフック〈運転席・助手席各 2 個〉、SRS サイドエアバッグシステム〈前席〉、運転席シートリフター、上下調整式ヘッドレスト〈運転席・助手席〉、シートバックポケット〈助手席〉は
装着されません。また、前席クイックコンフォートヒーター付シート
（メーカーオプション）は選択できません。また、快適パック
（メーカーオプション）
を同時選択の場合、USB電源ソケット〈セカンド2個〉、
シートバックポケット〈運転席・助手
席（スマートフォン・タブレット収納付）〉は装着されません。
（注9）
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10）前席クイックコンフォートヒーター付シートは単独でもお選びいただけます。
（注11）
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。
●アルカンターラ®はアルカンターラ社のスエード調人工皮革です。●アルカンターラ®はアルカンターラ社の登録商標です。
※セレナNISMOは専用エアロパーツ装着のため、縁石や段差の大きな場所や不整地路等では路面と干渉する場合があります。あらかじめご承知おきください。

■セレナ NISMO 主要諸元

車

種

NISMO
ベース車

セレナ ハイウェイスター

車名型式

ニッサン DAA-GFC27

NISMO専用スエード調シート地&ドアトリムクロス（レッドステッチ）
NISMO専用チューニングRECARO製スポーツシート〈前席〉

型式
種類・シリンダー数

2WD

シリンダー 内径 × 行程
総排気量

エクストロニックCVT（無段変速機）

セカンドシート

サードシート
アームレスト
シートバックフック

ロングスライド
超ロングスライド＋横スライド
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、アームレスト、可倒式、ヘッドレスト付）
ロングスライド＋横スライド
左
超ロングスライド＋横スライド
スマートアップサードシート
（低位置格納式）
スライド
右

4個〈運転席、助手席各2個〉
8個〈運転席、助手席各2個、セカンド（左右）各2個〉

前席クイックコンフォートヒーター付シート
シートバックポケット〈運転席･助手席〉
（スマートフォン･タブレット収納付）
外装／
タイヤ･
ホイール

（注 8）
◆2

●運転席シートリフター（注 8）
●上下調整式ヘッドレスト〈運転席･助手席、
セカンド2個〉
（注8）
●サードシートヘッドレスト〈3 個〉
●シートバックポケット〈助手席〉
（注8）

圧縮比
最高出力

◆2
（注 8）
（注 8）
（注 8）
（注 8）
（注 8）

◆2
運転席･助手席

4805mm
1740mm
1850mm
3170mm
1545mm
1400mm
2860mm
1470mm/1475mm
140mm

全長
全幅
全高
室内寸法

長

室内寸法

幅

室内寸法

高

ホイールベース

◆2
◆4（注10）
◆2

前/後

トレッド

最低地上高
重量・定員

NISMO専用
エクステリア

フロントグリル
フロントバンパー（エアダクト付）
アウトサイドドアハンドル（ダーククロム）
バックドアフィニッシャー（ダーククロム）
リヤバンパー
サイドシルプロテクター
リヤスポイラー
NISMO専用エンブレム〈フロント・リヤ〉
NISMO専用スポーツチューンドマフラー
スライドドアオートクロージャー〈両側〉
スライドドア
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 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
デュアルバックドア
205/50R17 93Wタイヤ（ブリヂストン POTENZA Adrenalin RE003）&NISMO専用17インチアルミホイール（17×6.5J）、インセット51、P.C.D114.3（5穴）
（注 9）
タイヤ応急修理キット
（スペアタイヤレス）
ジャッキ

1720kg
8名
2160kg

車両重量
乗車定員
車両総重量
性能

5.7m

最小回転半径
主要燃費向上対策

NISMO専用ボディ補強（フロントクロスバー、フロントサスペンションメンバーステー、センタークロスバー、センターサブメンバー、センターサブメンバーブラケット、
センターアンダーブレース、
リヤクロスバー、
リヤサブメンバー、
リヤサブメンバーサポート）
NISMO専用サスペンション（スプリング、ショックアブソーバー、リヤ強化スタビライザー）
NISMO専用チューニングコンピューター（ECM）
NISMO専用VDC（ビークルダイナミクスコントロール［TCS機能含む］、OFFスイッチ付）
プロパイロット＊2
＊3
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）
アイドリングストップ
ヒルスタートアシスト
＊5
インテリジェント エマージェンシーブレーキ＊4＋LDW（車線逸脱警報）
＊6
インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）
＊
6
インテリジェント DA（ふらつき警報）

◆1

◆1

●全席 ELR付 3 点式シートベルト
●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〈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〈助手席〉
●ロードリミッター付シートベルト〈セカンド左右〉
●シートベルト内蔵シート〈セカンド〉
●上下調整式シートベルトアンカー〈前席〉
●運転席シートベルト非着用時警告灯 &
警告音、助手席シートベルト非着用時警告灯
●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〉

使用燃料・タンク容量
モーター

最高出力
最大トルク

1.9kW（2.6PS）
48N・m（4.9kgf・m）

動力用主電池 種類

鉛酸電池

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。
なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、
ご注意ください。
〈国際単位系（ SI=エスアイ）
によるエンジン出力・
トルクの表記について〉
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「 PS 」は「 kW（キロワット）」、エンジントルク単位「 kgf・m 」は「 N・m（ニュートンメートル）」の
SI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次の通りです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。
1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

■変速比・最終減速比

前輪駆動

最終減速比

MR20DD
2.631〜0.378
1.960
5.097

ラック&ピニオン式

サスペンション

後

トーションビーム式

主ブレーキ

前

ベンチレーテッドディスク式

主ブレーキ

後

ディスク式

前・後

SM24
交流同期電動機

エクストロニックCVT（無段変速機）

ストラット式

205/50R17 93W

●セレナNISMOは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）
とは異なる場合があります。

MR20DD
DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒
84mm × 90.1mm
1.997L
12.5
110kW（150PS）/6000rpm
200N・m（20.4kgf・m）/4400rpm
ニッサンDi
無鉛レギュラーガソリン･55L

種類

エンジン

前

●5YEARS COAT
●ウインドウ撥水 12ヶ月
●ISO FIX対応チャイルド・セーフティシート

型式

ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、
筒内直接噴射、可変バルブタイミング、ミラーサイクル、
電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機（ CVT ）

サスペンション

タイヤ

燃料供給装置

変速比

前進
後退

駆動方式
ステアリングギヤ形式

安全／
メカニズム／
セキュリティ

最大トルク

トランスミッション

諸装置

主なディーラーオプション

■エンジン&モーター主要諸元
エンジン

寸法
シート

｜標準装備
●クルーズコントロール
●ブレーキアシスト
●キャップレス給油口
●バッテリーセーバー（ヘッドランプ、ルームランプ）

（注 8 ）

ヒーターダクト〈サード足元〉
PTC素子ヒーター
高濃度不凍液
ヒーター付ドアミラー

寒冷地仕様

（注 6）

（注 8）
（注 8）
（注 8）
（注 8）
（注 8）

種

NISMO
セレナ ハイウェイスター

MR20DD-SM24

（注 3）

（注 4）
（注 5）

メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

ベース車

エクストロニックCVT（無段変速機）

◆2
（注 1）

車

標準装備

