
〈安全装備の注意事項〉 ＊1 安全装備はドライバーの安全運転を補助するものであり、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。システムの能力には限界があり、天候や路面状況などによっては作動しないことがありますので、システムだけに頼った運転はせず、天候や路面状況に合わせた
運転、周囲の車両・歩行者の確認、十分な車間距離の確保など、安全運転を心がけてください。先進技術・機能の設定条件は、車種・グレードにより異なります。 ＊2 モニターにて確認できる範囲には限界があり、カメラ位置より高い物体は表示されません。必ず車両周辺の安全をミラーや目視で直接確認し
てください。 ＊3 車両上方から見下ろしたような映像にはつなぎ目があり、物やクルマが不連続になるとともに高さのある物体は表示されないことがあります。また、物やクルマが倒れ込み、実際の位置より遠くに表示されることがあります。 ＊4 日産デイズ ルークスのエマージェンシーブレーキは、約5
～30km/hの範囲で前方の車両に作動します。また約15km/h以下で衝突回避の能力があります。詳しくはカーライフアドバイザーまでお問い合わせください。 ＊5 原則として歩行者や二輪車は検知しません。 ＊6 ブレーキをかけて車両を停止させる機能はありません。 ＊7 ガラスの壁面（ガラスドア
やショーウインドウなど）や網目状のフェンスなど、レーザーが反射しない場合は作動しません。
◆はセットでメーカーオプションです。 ●「メーカーオプション」、「オーテック扱い特別装着オプション」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。
＊8 ボレロの運転席バニティミラーはベース車に標準装備。 ＊9 消臭機能はありません。 ＊10 消臭機能と撥水機能はありません。
（注1）出荷時は、オートライトはフロントワイパーと連動しない状態となっています。
（注2）オートエアコン装着車の熱線リヤウインドウはタイマー付となります。
（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。
（注4）後席専用モニターは日産オリジナルナビゲーション（一部機種を除く）装着車のみお選びいただけます。オーバーヘッドコンソールを取り外して装着するため、オーバーヘッドコンソールは使用できなくなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
（注5）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6）リヤ2スピーカーをディーラーオプションでお求めいただくことが可能です。
（注7）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8）シートの一部機能及び装備内容が異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
（注9）タイヤ応急修理キットはラゲッジアンダーボックスに収納されます。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）車体色ブラック（P）/クールシルバー（M）専用2トーン〈＃FMV〉（特別塗装色）、ブラック（P）〈＃CAN〉の場合、ドアサッシュは車体色になります。
（注11）停車前アイドリングストップ機能付です。
●「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。

車種 ボレロ ライダー

ベース車

2WD/4WD 2WD 2WD/4WD

X
ハイウェイスターX ハイウェイスターX

ターボ
ハイウェイスターG

ターボGパッケージ

 ｜グレード別装備  ｜全車標準装備

視界 ハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベライザー付） ●ヘッドランプオートオフ機構
●熱線リヤウインドウ（注2）
●フロント車速感知間けつ式ワイパー
●リヤ間けつ式ワイパー（リバース連動付）
●LEDハイマウントストップランプ

LEDヘッドランプ（LEDポジションランプ、オートレベライザー付）
ハイビームアシスト

オートライトシステム（ワイパー連動） （注1）
電動格納式リモコンカラードドアミラー（ドアロック連動自動格納機能付）

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（ドアロック連動自動格納機能付）

LEDリヤコンビネーションランプ クリア クリア クリア クリア

アラウンドビューモニター＊1＊2＊3

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、フロントクォーター〉
UVカット断熱プライバシーガラス〈リヤドア、リヤクォーター、バックドア〉
専用LEDバンパーイルミネーション（車幅灯連動）
フォグランプ

運転席まわり 本革巻ステアリング（ピアノ調加飾付） ●電動パワーステアリング
●インストシフトノブ
●パワーウインドウ（運転席：ワンタッチ、
　キーオフ後作動、挟み込み防止機構付）
●集中ドアロック  
●フットレスト
●足踏み式パーキングブレーキ（フットリリース式）
●チルトステアリング
●フロントドアポケット（ボトルホルダー付）
●リヤトリムポケット（ボトルホルダー付）
●カップホルダー〈フロント2個〉
●グローブボックス  
●インストポケット
●インストアッパーボックス（リッド付）
●電源ソケット（1個）

専用シフトインジケーターフィニッシャー（シルバー）

ステアリングスイッチ（クルーズコントロール）

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3）
ファインビジョンメーター（エコドライブインジケーター付）

メーター内車両情報ディスプレイ

タコメーター

前席サンバイザー 運転席＊8・助手席：バニティミラー、チケットホルダー付

コンフォートフラッシャー

オーバーヘッドコンソール （注4）
 
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）

高性能エアコンフィルター（花粉・黄砂・PM2.5対応タイプ）
「ナノイー」搭載リヤシーリングファン

 
オーディオ/

オーディオレス（注5）
2スピーカー〈フロント〉 ◆ ◆ ◆ ●ルーフアンテナ（可倒式）

ナビゲーション 4スピーカー〈フロント2スピーカー＋リヤ2スピーカー〉
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取付パッケージ（ステアリングスイッチ、GPSアンテナ、TVアンテナ用ハーネス）
日産オリジナルナビ取付パッケージレス（リヤ2スピーカーレス、
ステアリングスイッチレス、GPSアンテナレス、TVアンテナ用ハーネスレス） （注6） ◆ ◆ ◆

日産オリジナルナビ取付パッケージレス（ステアリングスイッチレス、
GPSアンテナレス、TVアンテナ用ハーネスレス）
日産オリジナルナビゲーション（日産オリジナルナビ取付パッケージ用。TVアンテナ付）
ナビレコお買い得パック〈（MM516D-W/MM316D-W）＋ドライブレコーダー〉
日産オリジナルオーディオ

後席専用モニター （注4）
ETCユニット

 
内装 断熱ルーフ ●ルームランプ（マップランプ兼用）

●ラゲッジランプ
●可倒式アシストグリップ〈助手席、後席両側〉
●乗降用グリップ〈後席両側〉
●助手席シートアンダーボックス（スライド式）
●ラゲッジアンダーボックス
●バックドアインサイドグリップ
●買い物フック〈インパネ、運転席シートバック〉

ロールサンシェード〈後席〉

助手席シートバックテーブル（買い物フック付）

専用ドアトリムクロス

専用センタークラスターフィニッシャー（シルバーメッシュ調）

シルバー
フィニッシャー

エアコン吹き出し口〈サイド部〉

センターベントノブ

センタークラスターサイド

ステアリング

シフトノブ&ボタン（メッキ）
パワーウインドウスイッチベース（ピアノ調・シルバー加飾付）

インサイドドアハンドル（メッキ）

乗降用グリップ〈助手席〉 （注7）
専用フロアカーペット（消臭機能付、「Bolero」エンブレム付）
専用フロアカーペット（消臭機能付、「Rider」エンブレム付）
ラゲッジカーペット（消臭機能付、「Bolero」刺繍付）

 
シート 後席可倒式シート（5：5分割、スライド、リクライニング、ダブルフォールディング） ●上下調整式ヘッドレスト〈前席〉

●前席ベンチシート
●前席アームレスト
●運転席シートリフター

助手席回転シート （注8）
専用レザー調シート地＊9

専用シート地（格子柄ニット）＊10

 
外装/ スライドドアオートクロージャー〈両側〉 ●タイヤ応急修理キット

　（スペアタイヤレス）（注9）
●カラードアウトサイドドアハンドル
●ドアサッシュブラックアウト（注10）

タイヤ･ホイール リモコンオートスライドドア〈助手席側〉

リモコンオートスライドドア〈両側〉

専用フロントグリル ボレロ専用 ライダー専用 ライダー専用 ライダー専用 ライダー専用

専用フロントバンパー

専用フロントバンパーフィニッシャー

サイドシルスポイラー

ルーフスポイラー

専用エンブレム

専用14インチアルミホイール（シルバー塗装&切削光輝）（14×4.5J）、インセット46、P.C.D：100（4穴）
専用15インチアルミホイール（切削光輝）（15×4.5J）、インセット：46、P.C.D：100（4穴）
155/65R14 75Sタイヤ
165/55R15 75Vタイヤ
ジャッキ

 
安全/ アイドリングストップ （注11） ●ELR付3点式シートベルト〈全席〉

●2ステージ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〉
●2ステージ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〉
●上下調整式シートベルトアンカー〈前席〉
●運転席･助手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）
●ISO-FIX対応チャイルドシート用アンカー〈後席〉
●チャイルドセーフティドアロック
●ヘッドランプ消し忘れ警報
●パーキングブレーキ戻し忘れ警報
●キー忘れ警報 
●燃料残量警告灯
●半ドア警告灯 
●スタビライザー〈フロント〉
●歩行者傷害軽減ボディ

メカニズム バッテリーアシストシステム

クルーズコントロール

SRSエアバッグシステム〈前席〉
SRSサイドエアバッグシステム
エマージェンシーブレーキ＊1＊4＊5

踏み間違い衝突防止アシスト（前進時）＊1＊6＊7

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）
EBD（電子制御制動力配分システム）
ブレーキアシスト

ヒルスタートアシスト

イモビライザー（国土交通省認可品）

エマージェンシーストップシグナル

カーアラーム

 
寒冷地仕様 寒冷地対応バッテリー

運転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

2WD
4WD

 「ボレロ」特別装備
 「ライダー」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
 オーテック扱い特別装着オプション（ご注文時に申し受けます）
 オーテック扱いディーラーオプション

日産デイズ ルークス「ボレロ」「ライダー」主要装備一覧



車種 ボレロ ライダー

2WD 4WD 2WD 4WD
3B20 3B20 3B20（インタークーラーターボ） 3B20 3B20（インタークーラーターボ）

ベース車 X ハイウェイスターX
ハイウェイスターXターボ ハイウェイスターGターボ ハイウェイスターX

ハイウェイスターXターボ ハイウェイスターGターボGパッケージ Gパッケージ
ベース車 車名型式 ニッサンDBA-B21A ニッサンDBA-B21A
運転タイプ エクストロニックCVT（無段変速機） エクストロニックCVT（無段変速機）
寸法

全長 3395mm 3395mm 3395mm 3395mm 3395mm 3395mm 3395mm 3395mm 3395mm
全幅 1475mm 1475mm 1475mm 1475mm 1475mm 1475mm 1475mm 1475mm 1475mm
全高 1775mm 1775mm 1775mm 1775mm 1775mm 1775mm 1775mm 1775mm 1775mm
室内寸法　長 2235mm 2235mm 2235mm 2235mm 2235mm 2235mm 2235mm 2235mm 2235mm
室内寸法　幅 1320mm 1320mm 1320mm 1320mm 1320mm 1320mm 1320mm 1320mm 1320mm
室内寸法　高 1400mm 1400mm 1400mm 1400mm 1400mm 1400mm 1400mm 1400mm 1400mm
ホイールベース 2430mm 2430mm 2430mm 2430mm 2430mm 2430mm 2430mm 2430mm 2430mm
トレッド　前/後 1300/1290mm 1300/1290mm 1300/1290mm 1300/1290mm 1300/1290mm 1300/1290mm 1300/1290mm 1300/1290mm 1300/1290mm
最低地上高 150mm 150mm 150mm 150mm 150mm 150mm 150mm 150mm 150mm

重量・定員
車両重量 940kg 990kg 950kg 960kg 960kg 960kg 1010kg 1010kg 1010kg
乗車定員 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名
車両総重量 1160kg 1210kg 1170kg 1180kg 1180kg 1180kg 1230kg 1230kg 1230kg

性能
最小回転半径 4.4m 4.4m 4.7m 4.7m 4.7m 4.7m 4.7m 4.7m 4.7m

諸装置
駆動方式 前輪駆動 4輪駆動 前輪駆動 前輪駆動 前輪駆動 前輪駆動 4輪駆動 4輪駆動 4輪駆動
ステアリングギヤ形式 ラック&ピニオン式 ラック&ピニオン式 ラック&ピニオン式 ラック&ピニオン式 ラック&ピニオン式 ラック&ピニオン式 ラック&ピニオン式 ラック&ピニオン式 ラック&ピニオン式
サスペンション　前 ストラット式 ストラット式 ストラット式 ストラット式 ストラット式 ストラット式 ストラット式 ストラット式 ストラット式
サスペンション　後 トルクアーム式3リンク トルクアーム式3リンク トルクアーム式3リンク トルクアーム式3リンク トルクアーム式3リンク トルクアーム式3リンク トルクアーム式3リンク トルクアーム式3リンク トルクアーム式3リンク
主ブレーキ　前 ディスク式 ベンチレーテッドディスク式 ディスク式 ディスク式 ベンチレーテッドディスク式 ベンチレーテッドディスク式 ベンチレーテッドディスク式 ベンチレーテッドディスク式 ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ　後 リーディングトレーリング式 リーディングトレーリング式 リーディングトレーリング式 リーディングトレーリング式 リーディングトレーリング式 リーディングトレーリング式 リーディングトレーリング式 リーディングトレーリング式 リーディングトレーリング式
タイヤ　前・後 155/65R14 75S 155/65R14 75S 165/55R15 75V 165/55R15 75V 165/55R15 75V 165/55R15 75V 165/55R15 75V 165/55R15 75V 165/55R15 75V

■エンジン主要諸元、■変速比・減速比はベース車と同仕様です。なお、ベース車の諸元表は「エンジン主要諸元」「変速比・最終減速比」をご覧ください。 ※「ライダー」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。
●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。  ●「ボレロ」「ライダー」は持込みによる届出でオーテック扱いとなります。届出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。

■日産デイズ  ルークス「ボレロ」「ライダー」主要諸元


