
全 車 標 準 装 備

セレナ
ハイウェイスターX

セレナ

エクストロニック CVT（無段変速機）

2WD 4WD
（オートコントロール 4WD）

4WD
（オートコントロール 4WD）2WD

グレ ード 別 装 備
■ 視 界

■セカンドスライドアップシート主要装備一覧

ハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベライザー付）
ハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベライザー、ハイウェイスター専用インナーパネル付）
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）
ハロゲンフォグランプ〈フロントバンパー組込み〉
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 
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
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〉
アラウンドビューモニター（MOD〔移動物 検知〕機能付）＊1（注1）
スマート・ルームミラー
バックビューモニター （注2）

◆1、2
◆2

◆3、4
◆4

◆1 ◆3
◆2 ◆4

◆2 ◆4
◆2 ◆4

◆1、2

（◆1、2）

◆3、4

（注18）

■ 運 転 席 ま わ り
ECOモードスイッチ・インジケーター
本革巻3本スポークステアリング 
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、クルーズコントロール）
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、クルーズコントロール、オーディオ）
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）
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）（注3）
ピアノ調センタークラスターフィニッシャー 
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）
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
●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　●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　●パーキングブレーキ戻し忘れ警報　●シルバーリング付エアコン吹き出し口　●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　●足踏み式パーキングブレーキ（フットリリース式）（注4）　●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

■ 空 調
オートデュアルエアコン（注5）
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/ナビゲーションシステム
オーディオレス＋4スピーカー （注6）
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、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ゲーション（USBソケット付〈助手席アッパーボックス内〉）
後席専用モニター （注7）
ETCユニット
全 車 標 準 装 備 ●ガラスアンテナ

■ 内 装
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、折りたたみ格納式）、
　　　　　　　　　　  〈サード右〉（カップホルダー1個、折りたたみ格納式） （注8）
カップホルダー 　　　   9個〈フロント2個、セカンド4個、サード3個〉 （注8）
USB電源ソケット〈セカンド・サード各2個〉
ラゲッジフルパッケージ（ラゲッジテーブル、マルチラゲッジネット、ラゲッジアンダーボックストレイ）（注19）

全 車 標 準 装 備
●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〉

■ 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

セカンドシート

　　　　　右 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） （注8） 
 　　　　　　　　 　マルチセンターヘッドレスト1個 （注8）
 　　　  左　　　  ロングスライド＋横スライド （注8）
 　　　　　　　　 　超ロングスライド＋横スライド （注8）

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 
シートバックフック　　   6個〈運転席、助手席各2個、セカンド（右）2個〉（注8）
アームレスト
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〉
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〈運転席、助手席、セカンド2個〉　●サードシートヘッドレスト3個

運転席・助手席 運転席・助手席

■ 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、リヤエアロバンパー、
サイドシルプロテクター、エンブレム）

スライドドア

　　　　　 　スライドドアオートクロージャー〈両側〉 
　　　　　　　　　　  　ワンタッチオートスライドドア〈助手席側〉（挟み込み防止機構付）（注10）
　　　　　　　　　　  　ワンタッチオートスライドドア〈両側〉（挟み込み防止機構付）（注10）
　　　　　　　　　　  　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）（注10）
　　　　　　　　　　  　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）
　　　　　　　　　　  　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
195/60R16 89Hタイヤ&16インチアルミホイール（16x6.0J）、インセット45、P.C.D：114.3（5穴）

195/65R15 91Sタイヤ   15インチアルミホイール（15x5.5J）、インセット45、P.C.D：114.3（5穴）
　　　　　　　　　　   15インチフルホイールカバー（15x5.5JJ）、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9）
ダイナミックパッケージ（フロントバンパーイルミネーション、グリルイルミネーション、フロントプロテクター）
全 車 標 準 装 備 ●アウトサイドドアハンドル（メッキ）　●バックドアフィニッシャー（メッキ）

（注17）
（◆3、4）（注17）

●スーパーUVカット断熱グリーンガラス〈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

標準装備

ディーラーオプション

オーテック扱いディーラーオプション
LV特別装備

オーテック扱いオプション（ご注文時に申し受けます）

メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

◆1、2 ◆3、4
◆1、2 ◆3、4
◆1、2 ◆3、4
◆1、2 ◆3、4
◆1、2 ◆3、4

◆1、2 ◆3、4
◆2 ◆4
◆2 ◆4

■ 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

（注17）（注18）

■ 安全/メカニズム/セキュリティ
アイドリングストップ （スマートシンプルハイブリッド）
VDC （ビークルダイナミクスコントロール［TCS機能含む］）
ヒルスタートアシスト
エマージェンシーブレーキ＊2 ＋ LDW（車線逸脱警報）＊3 
踏み間違い衝突防止アシスト＊4
インテリジェントパーキングアシスト＊5 （注1）
進入禁止標識検知＊4
ふらつき警報＊4
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〉
プロパイロット＊6
LDP （車線逸脱防止支援システム）＊4
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〈セカンド右席〉 （注8）
ハイウェイスター専用サスペンション
エンジンイモビライザー （国土交通省認可品）

全 車 標 準 装 備
●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〈セカンド右〉 （注8）
●シートベルト内蔵シート〈セカンド右席〉（注8）  ●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〉
●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）

■セカンドスライドアップシート専用装備
スライドアップシート（電動回転、両側アームレスト付、シート高さメモリー機能付、電動スライド・
リクライニング機能付） （注10）
 　　　　多機能ワイヤレスリモコン
 　　　　胸部固定ベルト （注11）
車いす固定用ゴムネット （注12）
ロングステップ&ステップイルミネーション

■オーテック扱いディーラーオプション
エクセレント（吸遮音・消臭機能付）ブラック　1台分

フェザーグレー（セーフティパック無）
フェザーグレー（セーフティパックA・B装着車）
運転席
助手席

非反射タイプ、4枚セット（118㎜×112㎜）
非反射タイプ、1枚（118㎜×112㎜）
非反射タイプ、マグネット式1枚（124㎜×117㎜）
グレー
ベージュ
グレー
ベージュ
ハイボスカル製（グレー色、1台分）
ハイボスカル製（レッド色、1台分）
ハイボスカル製（ブルー色、1台分）
ハイボスカル製（ホワイト、1台分

専用フロアカーペット
（注13）
専用撥水シートカバー
（注13）（注14）

乗降用グリップ （注15）

車いす収納装置（電動式） （注12） （注19）
リヤバンパープロテクター （注12）

車いすマークステッカー

サポートパッド

高機能胸部固定ベルト
（注11）

ドアハンドルプロテク
ションカバー （注16）

カーライフ
商品コード

PSQA2

PSQC4
PSQC5
PSQK1
PSQK0
PSQD0
PSQG1
ZZQH3
ZZQH2
ZZQH4
ZZQK6
ZZQK7
ZZQF4
ZZQF5
ZZQ9V
ZZQ9W
ZZQ9X
ZZQ89

■ セットオプション
セーフティパックA（注15）： 　　　●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〉　●踏み間違い衝突防止アシスト＊4　●インテリジェントパーキングアシスト＊5　●進入禁止標識検知＊4
　　　　　　　　　　　　　　　●アラウンドビューモニター（MOD〔移動物 検知〕機能付）＊1　●ふらつき警報＊4　●フロント&バックソナー 　●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、クルーズコントロール、オーディオ）

セーフティパックB（注15）：
  　　  ●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〉　●踏み間違い衝突防止アシスト＊4　●インテリジェントパーキングアシスト＊5　●進入禁止標識検知＊4

　　　　　　　　　　　　　　　●アラウンドビューモニター（MOD〔移動物 検知〕機能付）＊1　●ふらつき警報＊4　●フロント&バックソナー　●スマート・ルームミラー　●電動パーキングブレーキ　●オートブレーキホールド　●プロパイロット＊6 
　　　　　　　　　　　　　　　●LDP（車線逸脱防止支援システム）＊4　 ●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）
◆1    ●セーフティパックA（注15）   ●ワンタッチオートスライドドア〈両側〉   ●日産オリジナルナビ取付パッケージ
◆2   ●セーフティパックB（注15）　●ワンタッチオートスライドドア〈両側〉   ●日産オリジナルナビ取付パッケージ
◆3   ●セーフティパックA（注15）　●ハンズフリーオートスライドドア〈両側〉（注17）   ●日産オリジナルナビ取付パッケージ
◆4   ●セーフティパックB（注15）　●ハンズフリーオートスライドドア〈両側〉（注17）　●日産オリジナルナビ取付パッケージ

◆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。ただし、（◆1、2）、（◆3、4）は単独でもお選びいただけます。 ●「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）    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）   メーカーオプションのセーフティパックB（◆2、◆4）をお選びいただいた場合は、足踏み式パーキングブレーキ（フットリリース式）は装備されません。
（注5）   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（一部機種を除く）を装着した場合のみお選びいただけます。
（注8）   パーソナルテーブル〈サード左〉、スマートマルチセンターシート、マルチセンターヘッドレスト1個、セカンドシート左 ロング/超ロングスライド＋横スライド、シートバックフック〈セカンド（左）2個〉は、装備されません。カップホルダーはサード3個となります。
　　　  また、ロードリミッター付シートベルト〈セカンド左〉、シートベルト内蔵シート〈セカンド左席〉、ISO FIX対応チャイルドシート固定用アンカー〈セカンド左席〉は装備されません。
（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） スライドアップシート未格納時、スライドドアのオートスライド機能は使用できません。格納が完了した状態で使用できます。
（注11）  胸部固定ベルト、高機能胸部固定ベルトはシートベルトではありません。走行中は必ず車両のシートベルトを装着してください。
（注12） 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13） 標準車用フロアカーペット・シートカバーは形状が合わず、装置に支障をきたす恐れがありますので、必ず専用フロアカーペット・シートカバーを使用してください。
（注14） 撥水効果は、永久的なものではありません。効果が落ちた時は撥水スプレー（市販品）を使えばある程度回復します。滑り止め機能は運転席を除く全席となります。
（注15） メーカーオプションの「セーフティパックA（◆1、◆3）」「セーフティパックB（◆2、◆4）」を選択した場合、装着できません。乗降用グリップにはぶら下がらないでください。破損する恐れがあります。
　　　  販売会社での取付けにあたっては、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、オーテック発行の「ライフケアビークル ディーラーオプションカタログ」をご覧ください。
（注16） スクラッチシールド塗装車への取付けはできません。
（注17） オーテック扱いオプションの「ロングステップ&ステップイルミネーション」を選択した場合、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18） オーテック扱いオプションの「ロングステップ&ステップイルミネーション」を選択した場合、ディーラーオプションのハロゲンフォグランプはお選びいただけません。
（注19）  オーテック扱いディーラーオプションの「車いす収納装置（電動式）」を選択した場合、ディーラーオプションのラゲッジフルパッケージはお選びいただけません。

●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、プラズマクラスターイオンおよびPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。

〈安全装備の注意事項〉　＊1　セレナ標準車カタログP45の「＊1、＊4、＊5、＊6」をご覧ください。　＊2　セレナ標準車カタログP47の「＊1、＊2」をご覧ください。 　＊3　セレナ標準車カタログP47の「＊1、＊3」をご覧ください。
　　　　　　　　　　　　＊4　セレナ標準車カタログP45の「＊1」をご覧ください。　＊5　セレナ標準車カタログP45の「＊1、＊2、＊3」をご覧ください。 　＊6　セレナ標準車カタログP24の「＊2、＊3、＊4、＊5」をご覧ください。


