
エ ル グランド「 V I P 」主 要 諸 元エ ル グランド「 V I P 」主 要 装 備 一 覧
VIP VIP VIP VIP

2WD 4WD 2WD 4WD

VQ35DE VQ35DE VQ35DE VQ35DE

3列仕様 7人乗り 3列仕様 7人乗り 2列仕様 4人乗り 2列仕様 4人乗り

エクストロニックCVT-M6〈6速マニュアルモード付無段変速機〉

ニッサン
DBA-PE52

ニッサン
DBA-PNE52

ニッサン
DBA-PE52

ニッサン
DBA-PNE52車名型式

寸法

全長 mm 4945 4945 4945 4945
全幅 mm 1850 1850 1850 1850
全高 mm 1815 1815 1815 1815
室内寸法  長 mm 3025 3025 3025 3025
室内寸法  幅 mm 1580 1580 1580 1580
室内寸法  高 mm 1270 1270 1270 1270
ホイールベース mm 3000 3000 3000 3000
トレッド　前/後 mm 1600/1600 1600/1600 1600/1600 1600/1600
最低地上高 mm 150 150 150 150

重量・定員

車両重量 kg 2100 2160 2080 2140
乗車定員 名 7 7 4 4
車両総重量 kg 2485 2545 2300 2360

性能

最小回転半径 m 5.7 5.7 5.7 5.7

主要燃費向上対策
可変バルブタイミング、自動無段変速機（CVT）、
電動油圧パワーステアリング、充電制御

諸装置

駆動方式 前輪駆動 4輪駆動 前輪駆動 4輪駆動
ステアリングギヤ形式 ラック&ピニオン式
サスペンション  前/後 独立懸架ストラット式/独立懸架マルチリンク式
主ブレーキ  前/後 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
タイヤ  前・後 225/55R18 98V

●エンジン主要諸元、変速比・最終減速比はベース車と同仕様です。なお、ベース車の諸元は「エルグランド諸元表」をご覧
ください。●「VIP」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）と異なる場合があります。

VIP
3列仕様
7人乗り

2列仕様4人乗り
後席パワーシート
パッケージ

2WD/4WD
VQ35DE

 グレード別装備
視界 LEDヘッドランプ（ハイ/ロービーム、オートレベライザー付、シグネチャーLEDポジションランプ付）

アクティブAFS
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、駐車ガイド機能付）＊1

運転席まわり 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、ナビ、ハンズフリーフォン
ボイスコマンド
インテリジェント クルーズコントロール

駆動モード切替スイッチ（2WD/AUTO/LOCK） 4WD 4WD

空調 インテリジェント
エアコンシステム
（ワンタッチクリーンスイッチ付）

プラズマクラスター搭載オートエアコン（肌保湿＊2、除菌＊3機能付）
内外気自動切換え機構（におい・排ガス検知）
高性能フィルター（花粉・におい・アレルゲン対応タイプ）

オーディオ/
ナビゲーション
システム

カーウイングスナビゲーションシステム＊4（8インチワイドディスプレイ、ハンズフリーフォン、VICS［FM多重］、ボイスコマンド、Bluetooth®対応、
DVD再生機能、ミュージックボックス、USB接続、iPod®対応、TVチューナー、100V電源、外部入力端子）  （注1）

CD一体AM/FMラジオ（デジタル時計［ON/OFF切替タイプ］組込み）
ナビ協調変速機能
後席エンターテイメントシステム（後席11インチワイドディスプレイ、後席リモコン、ワイヤレスヘッドフォン2個（イヤーパッド回転可能タイプ））
BOSE 5.1chサラウンド・サウンド付 後席プライベートシアターシステム（後席11インチワイドディスプレイ、後席リモコン、ワイヤレスヘッドフォン2個（イヤーパッド回転可能タイプ）、13スピーカー）
エルグランド専用チューニング地デジ4ダイバーシティアンテナ
ETCユニット（ビルトインタイプ）

内装 ロールサンシェード〈セカンド・サード〉
読書灯（セカンド左右［3列仕様：天井部、2列仕様：シートサイド］）〈VIP専用〉 LED
後席用100V電源（3列仕様：フロントセンターコンソール後端、2列仕様：シートサイド）〈VIP専用〉
フロアカーペット〈VIP専用〉
アシストストラップ〈VIP専用〉
ハンガーフック〈VIP専用〉
キャビネット（マガジンラック、時計、アッパーボックス、大型収納、LEDダウンライト付）〈VIP専用〉 （注2）（注3）
助手席コントロールスイッチ（スライド・リクライニング）
ラゲッジアンダーボックス （注8） （注9）

シート関連 シート地 本革＊5（ブラック・ギャザー付）
本革＊5（ホワイト・ギャザー付専用色） （注4）

フロント パーソナルドライビングポジションメモリーシステム（運転席・ドアミラー、インテリジェントキー連動）
運転席パワーシート（スライド、リクライニング、前後独立リフター、ランバーサポート） （注2）
助手席パワーシート（スライド、リクライニング、オットマン） （注2）
助手席オットマン

セカンド コンフォタブル
キャプテンシート

シートバック中折れ機能、オットマン
大型アームレスト（ボックス付：USB接続（注5）ソケット1個）〈VIP専用〉
角度調整式アームレスト（3列仕様：両席左右、2列仕様：左席左右・右席右側）
ロングスライド、カップホルダー4個付シートサイドテーブル

パワーシート（リクライニング、オットマン、シートヒーター付）〈VIP専用〉
サード ストラップ式可倒シート（スライド、リクライニング、センターアームレスト、センターヘッドレスト、左右独立6:4分割式）

外装 ツインサンルーフ（フロント、リヤ：電動チルトアップ&スライド、UVカット断熱機能付プライバシーガラス）
助手席ドア・オートスライドドア〈助手席側〉連動ステップ（LEDエントリーイルミネーション連動切替スイッチ付） （注7）
スライドドア ワンタッチオートスライドドア〈助手席側〉（ワンタッチアンロック、全ドア連動ロック機能（注6）、挟み込み防止機構付）

ワンタッチオートスライドドア〈運転席側〉（ワンタッチアンロック、全ドア連動ロック機能（注6）、挟み込み防止機構付）
スライドドアオートクロージャー〈両側〉

バックドア バックドアオートクロージャー（ワンタッチアンロック機能付）
リモコンオートバックドア（ワンタッチアンロック機能、挟み込み防止機構付）

VIPエンブレム

タイヤ&ホイール 切削光輝18インチアルミホイール（18×7.5J）、インセット：55、P.C.D：114.3（5穴）
コンフォートタイヤ［ブリヂストン REGNO（225/55R18）］〈VIP専用〉

安全/メカニズム 運転席・助手席SRSエアバッグシステム
SRSカーテンエアバッグシステム&運転席・助手席サイドエアバッグシステム
VDC（ビークルダイナミクスコントロール［TCS機能を含む］）＋ブレーキLSD
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
インテリジェントブレーキアシスト
インテリジェント クルーズコントロール
踏み間違い衝突防止アシスト（駐車枠検知機能付）＊1

フロント&バックソナー
前席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
4輪独立懸架サスペンション（フロント：ストラット式、リヤ：マルチリンク式）
フロントスタビライザー
リヤスタビライザー
イモビライザー（国土交通省認可品）
ALL MODE 4×4 4WD 4WD

寒冷地仕様 ヒーター付ドアミラー 4WD 4WD
大型バッテリー、高濃度不凍液

主なディーラーオプション  ●5YEARS COAT ●ウインドウ撥水 12ヶ月 ●プラスチックバイザー（ステンレスモール付） ●フロアカーペット（エクセレント：吸音・消臭機能付）（除く2列仕様4人乗）
〈安全装備の注意事項〉 ＊1 先進安全装備ページをご覧ください。 ●「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）DVD/CDはディスクの種類、記録状態によっては再生できない場合があります。また、DVD-RAMは再生できません。ハンズフリーフォンをご利用いただく場合の通信ケーブル（ディーラーオプション）は別売
りとなります。通信ケーブルはdocomo FOMA用とau WIN用の2種類ございます。各機能を使用できる携帯電話につきましてはNissanConnect サービス メンバー専用ページ（www.nissanconnect.jp）の
「適合携帯電話一覧」でご確認ください。カーウイングスサービスをご利用いただくには、携帯電話をBluetooth®で接続するか、通信ケーブルでの接続が必要です。iPod®の対応機種は日産羅針盤（http://www.
nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/）でご確認ください。（注2）キャビネットを装着の場合、運転席および助手席パワーシートのスライド、リクライニング、運転席前後独立リフターの調整量が制限されます。
（注3）キャビネットの表皮色は本革シートと同色となります。（注4）専用の本革シートクリーナーが搭載されています。汚れが目立つ場合は定期的なメンテナンスをお願いします。（注5）電源供給のみとなります。（注6）スライド
ドアが開いている状態の時に機能します。（注7）ステップの長さは1585mm、幅は150mmとなります。（注8）後席エンターテイメントシステム、BOSE 5.1chサラウンド・サウンド付 後席プライベートシアターシステム装着
車は、小物入れとなります。（注9）3列仕様車とは形状が異なり、奥行き方向が拡大されます。また、後席エンターテイメントシステム、BOSE 5.1chサラウンド・サウンド付 後席プライベートシアターシステム装着車は、アンプ
およびウーファーの搭載方法が異なり、幅が狭くなります。 ＊2 効果には個人差や作動条件による差があります。株式会社総合医科学研究所にて試験、イオン濃度25,000個/cm3、被験者のこめかみの肌水分量を測定。 
＊3 浮遊菌：約10畳の実験空間での38分後の効果。試験結果は実空間での同様の結果を保証するものではありません。 ＊4 NissanConnect サービスのパーソナルサービスおよびアプリサービスには対応しておりません。 
＊5 シートバック、シートサイド、アームレストおよびヘッドレストに人工皮革を使用しています。●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およびプラズマクラ
スター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。●BOSE®は米国BOSE Corporationの商標です。●BluetoothおよびBluetoothロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●iPod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。●カーウイングス/CARWINGSは日産自動車株式会社の登録商標です。●ディーラーオプションについて、詳しくはオプショナルパーツカタログをご覧ください。

エルグランド「VIP」は350Highway STAR Premiumをベースにした特別仕様車です。
ベース車の仕様装備につきましては「エルグランド主要装備一覧」をご覧ください。

 VIP特別装備　  メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）　  標準装備　  オーテック扱いオプション（ご注文時に申し受けます）


