E q u i p m e n t

■ NISSAN GT-R 主要装備一覧

標準装備

メーカーオプション
（ご注文時に申し受けます）

全車標準装備

Pure edition

■空調
●クリーンフィルター
■オーディオ／ナビゲーションシステム
● 4ダイバーシティ地上デジタル TVアンテナ
（フロントガラス、
リヤクォーターガラス）
●リヤガラスアンテナ（ AM/FMラジオ）
● FMダイバーシティ
●携帯電話コネクター（コンソールBOX内）
●ETCユニット〈ビルトインタイプ〉
■シート
●運転席 /助手席独立ワンアクション式前倒れレバー付（アウター側）
●前席ハイバックシート
（左右2席）
●後席固定式ヘッドレスト
（左右2席）

■外観
●アウトレットダクト付フロントフェンダー
●サイドシルプロテクター
●アウトレットダクト付リヤバンパー
●リヤスポイラー（LED式ハイマウントストップランプ付）
●LEDリヤフォグランプ（ディフューザー一体式）
●本革プルストラップ付アルミ製トランクリッド
●トランクアウトサイドオープナースイッチ

■メカニズム／タイヤ・ホイール
● 4輪独立懸架サスペンション
（フロント：ダブルウィッシュボーン式、
リヤ：マルチリンク式）
● 4輪ベンチレーテッドディスク式ブレーキ
●左右非対称サスペンションセッティング
● 1.5wayメカニカル LSD
●クイックシフトコントロールシステム
●シンクロレブコントロール（ SRC）
●アダプティブシフトコントロール（ASC）
●プレディクトプリシフトコントロール（PPC ）

Black edition

■ NISSAN GT-R 主要装備一覧

Pure edition

◆4

◆2◆3

オゾンセーフフルオートエアコン
（デジタル表示、外気温度表示機能付）
エアコン左右独立温度調整機能
（注3 ）
Bose®サウンドシステム（CD一体AM/FMラジオ、11スピーカー、MP3/WMA再生機能）
（注3 ）
CD一体AM/FMラジオ（6スピーカー、MP3/WMA再生機能）
カーウイングスナビゲーションシステム（4ダイバーチューナー地デジ内蔵・HDD方式）
（高精細7インチワイドVGAディスプレイ、
タッチパネル/ナビスイッチ併用操作、ハンズフリーフォン、VICS［FM多重］、ボイスコマンド、Bluetooth®オーディオ/
ハンズフリーフォン対応、DVDビデオ再生機能、ミュージックボックス、USB接続、iPod®対応）
（注4）
（注5）
（注6）
（注7）
（注8）
通信ケーブル
（注 5）
VICS（ビーコン）対応キット
運転席パワーシート
（スライド、
リクライニング、
リフター、サイサポート）
助手席パワーシート
（スライド、
リクライニング）
運転席スライド、
リクライニング（マニュアル）
前席本革・パールスエードコンビシート＊1
GT-R Black edition専用RECAROシート（専用カラー、左右共）＊2
RECAROカーボンバケットシート（左右共）＊3
For TRACK PACK専用ハイグリップファブリック・本革コンビシート＊4
リヤシートレス（キルティングクロスマット付）
前席ヒーター付シート

◆1

■安全／セキュリティ
●前席ＥＬＲ付3 点式シートベルト
●前席ロードリミッター付シートベルト
（シートベルトガイド角度調整機能付）
●後席ELR付3 点式シートベルト
●運転席シートベルト非着用時警告灯&警報
（シートベルト・リマインダー）
●後席 ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー
●歩行者傷害軽減ボディ
（ポップアップエンジンフード付）
●LED式ハイマウントストップランプ
●エンジンイモビライザー（国土交通省認可品：サッチャム準拠）
●スーパーロック
■その他

◆5

マグネシウム表面処理オイルパン
エンジン性能出力検査済み
通気抵抗低減キャタライザー
樹脂インタークーラーパイプ
GR6型デュアルクラッチトランスミッション（デフ一体型トランスアクスル方式）
ボルグワーナー製シックスプレートデュアルクラッチ
ボルグワーナー製ハイドロリックコントロールシステム
トリプルコーンシンクロナイザー
6速シーケンシャルシフトギヤボックス
ドライサンプルブリケーションシステム
ヒートエクスチェンジャー
MOTUL製デフオイル
新車体構造
カーボンコンポジット製ラジエータコアサポート
アルミダイキャスト製フロントストラットハウジング
アルミハニカム入りカーボンコンポジット製ストラットサポートバー
アルミ製ドア［インナー：ダイキャスト製、アウター：アルミパネル］
アルミダイキャスト製 リヤシートバックサポート
アルミダイキャスト製 トンネルステー［フロント、
リヤ共］
閉断面一体型ルーフレール
ウレタン封入ピラー
トンネル補強
For TRACK PACK専用サスペンション
フロント：ブレンボ製モノブロック対向6ポッドキャリパー、φ390mmフルフローティング ドリルドローター（カーボンセラミック）
NCCB（Nissan Carbon
Ceramic Brake）パッケージ リヤ：ブレンボ製モノブロック対向4ポッドキャリパー、φ380mmフルフローティング ドリルドローター（カーボンセラミック）
超高性能ブレーキ
フロント：ブレンボ製モノブロック対向6ポッドキャリパー、φ390mmフルフローティング ドリルドローター
リヤ：ブレンボ製モノブロック対向4ポッドキャリパー、φ380mmフルフローティング ドリルドローター
レイズ製アルミ鍛造ホイール
フロント：20インチアルミホイール（20×9.5J、インセット45、P.C.D：114.3（5穴））
（ハイパーブルーブラック
リヤ：20インチアルミホイール（20×10.5J、インセット25、P.C.D：114.3（5穴））
クロームカラーコート）
レイズ製アルミ軽量鍛造ホイール
フロント：20インチアルミホイール（20×9.5J、インセット45、P.C.D：114.3（5穴））
（ブラッククォーツクローム
リヤ：20インチアルミホイール（20×10.5J、インセット25、P.C.D：114.3（5穴））
カラーコート）
レイズ製アルミ鍛造ホイール フロント：20インチアルミホイール（20×9.5J、インセット45、P.C.D：114.3（5穴））
（ハイパーチタンカラーコート） リヤ：20インチアルミホイール（20×10.5J、インセット25、P.C.D：114.3（5穴））
NCCB（Nissan Carbon Ceramic Brake）用スプラッシュガード
ブレーキ冷却用エアガイド
（フロント、
リヤ）
4点マウント式高剛性アルミステアリングラック
〈 Snap-on製ツールセット
（ Exclusive）〉
NISSAN GT-R専用ツールセット（限定1,000セット）
〈 Snap-on製ツールセット
（スタンダード）〉
NISSAN GT-R専用ツールセット（スタンダード）
タイヤ空気圧警報システム
運転席・助手席 SRSエアバックシステム
（注 9）
SRSカーテンエアバッグシステム
運転席・助手席 SRSサイドエアバッグシステム
（注 9）
ABS（アンチロックブレーキシステム）
ブレーキアシスト
VDC-R（ビークルダイナミクスコントロール）
EBD（電子制御制動力配分システム）
ディンプルキー（運転席ドア、グローブボックス、
トランクエマージェンシーオープナー）
国土交通省認可 サッチャム欧州カテゴリーⅡ準拠 車両防盗システム（侵入センサー、傾斜センサー、ホイールロックナット、サイレンユニット） （注 1）
不凍液濃度アップ

（注 9）

アルミ製エンジンフード
（全周タイプフードシール）
カーボン製エアダクト付フロントスポイラー
フェンダープロテクター
インテリジェントキー用タッチスイッチ付 GT-R専用ドアアウトサイドハンドル
3分割式フロントアンダーカバー（スポイラー一体式、フロント／センター側：PP製、リヤ側：グラスファイバーSMC製〈専用ダクト付〉）
3分割式フロントアンダーカバー（スポイラー一体式、フロント／センター側：PP製、リヤ側：カーボンSMC製〈専用ダクト付〉）
2分割式リヤディフューザー（フロント側：カーボンSMC製、リヤ側：カーボンコンポジット製〈専用ダクト付〉）
LEDハイパーデイライト（大径反射面＋高輝度白色LED）
LEDハイパーデイライト キャンセルスイッチ
ステンレス製デュアルエキゾースト（エキゾーストパイプ拡管仕様、ステンレス製デュアルテールパイプフィニッシャー〈φ130〉付）
プレミアムミッドシップパッケージ
独立型トランスアクスル 4WD
VR38型エンジン
プラズマコーティングボア
IHI製インテグレーテッドターボ
インディペンデントインテーク&エキゾーストシステム
ラテラルウエット&ドライサンプシステム
排気 2 次エアシステム
空燃比全域フィードバック制御
ラジエータ加圧システム＋大流量水ポンプ

◆1

◆5
◆2◆3
◆2◆3

For TRACK PACKセットオプション一覧
◆2 For TRACK PACK（専用サスペンション付）
（ 注 11）
◆3 For TRACK PACK（注11 ）

◆2◆3
◆2◆3

◆4
◆4

◆2◆3

◆4

Black edition

Premium edition

GR6型デュアルクラッチトランスミッション

エディション別装備

◆1

ディーラーオプション

4WD
VR38DETT
GT-R

全車標準装備

■メカニズム／タイヤ・ホイール ※左ページより続き
●ハイレスポンスブーストコントロール
●ドライブライントーショナルダンパー
●メインカーボンコンポジットプロペラシャフト
●ヒルスタートアシスト
●ヨーレートフィードバックE-TSコントロール
●Bilstein DampTronic（フロント/リヤ共、アルミ製フリーピストン仕様）
●6 点マウント式パイプ一体構造高剛性フロントサスペンションメンバー
●6点マウント式立体型三次元パイプフレーム一体構造高剛性リヤサスペンションメンバー
●DUNLOP SP SPORT MAXX GT 600 DSST CTT
フロント：255/40ZRF20（ 97Y）ランフラットタイヤ
リヤ：285/35ZRF20（ 100Y）ランフラットタイヤ
◆1
◆2◆3

メーカーオプション
（ご注文時に申し受けます）

Premium edition

UVカット断熱グリーンガラス（ドアガラス、フロントガラス、リヤクォーターガラス、リヤガラス）
スーパーワイドビームヘッドランプ（ハイ・ロービーム、オートレベライザー付）
オートライトシステム
バックビューモニター
ヒーター付ドアミラー
ディンプル付本革巻ステアリング
ディンプル付本革巻パーキングブレーキレバー（アームレスト機能付）
本革巻マグネシウム製パドルシフト
ディンプル付本革巻シフトノブ
ステアリングスイッチ（オーディオ、ナビ、ハンズフリーフォン、ボイスコマンド、ASCD、ラップタイム計測）
カーボン製オーディオ/エアコンスイッチフィニッシャー
カーボン製クラスターフィニッシャー（BOSEエンブレム付）
カーボン製クラスターフィニッシャー（For TRACK PACKエンブレム付）
アルミ調ドアグリップフィニッシャー、エアコングリル、クラスターフィニッシャー、センターコンソールフィニッシャー
オーバーヘッドコンソール
（注1 ）
インテリジェントキーシステム（リモートコントロールエントリー機能、作動確認機能、
トランクオープン機能、フューエルフィラーリッド連動、キー2セット）
（注2 ）
プッシュエンジンスターター（スイッチ照明付）
車両情報ディスプレイ（警告・告知メッセージ、
ドライブコンピュータ告知、シフトアップインジケーター設定、メンテナンス情報、
プッシュエンジンスタートガイダンス、ASCD（オートスピードコントロール装置）設定ガイダンス、
ドライブコンピュータ）
マルチファンクションメーター（メーターパレット、
ドライビングサポート、ラップロガー、
ドライバーズノート）
ブレーキ摩耗警告灯
チルトメーター &チルト・テレスコピックステアリング
ASCD（オートスピードコントロール装置）
ルーフトリム、サンバイザー色
グレー
ブラック
ドアアームレストグリップ色
ブラック
レッド
シフトノブ革色
ブラック
ブラック／レッド
セットアップスイッチ
トランスミッション
Rモード⇔ノーマルモード⇔SAVEモード
ショックアブソーバー
Rモード⇔ノーマルモード⇔COMFモード
VDC-R
Rモード⇔ノーマルモード⇔OFFモード
専用フロアカーペッ
ト
（プレミアムスポーツ）
NISSAN GT-R

標準装備
車種

GR6型デュアルクラッチトランスミッション

エディション別装備
■視界
●フロント車速感知式間けつ式ワイパー（フラットブレード、空気抵抗低減タイプ）
●防眩式ルームミラー（ダブルピボットタイプ）●フロントガラスセンターバイザー
●熱線リヤウインドウ
（タイマー付）●高輝度LEDリヤコンビネーションランプ
●バッテリーセーバー（ルームランプ、ヘッドランプ）
●電動格納式リモコンカラードドアミラー
■運転席まわり／内装
●抗菌仕様（ステアリング、シフトレバー）
●アルミステアリングスイッチフィニッシャー
●ベロアメッキステアリングエンブレム
● 3フラッシュサイドターンランプ
●前席バニティミラー（照明付）
●アルミペダル（アクセル、ブレーキ）
●アルミフットレスト
●キー連動室内照明システム
●アームレスト付センターコンソールボックス
●コンソール BOX照明
●前席ニーパッド
●車速感応式パワーステアリング
●グローブボックス（ダンパー、照明、ディンプルキーロック機能付）
●カップホルダー（フロント2個、
リヤ1 個）
●コートハンガー
●ルームランプ（マップランプ兼用）
●ドアステップランプ、マーカー
●メーター照度調整スイッチ
●エンブレム付キッキングプレート
●ドアポケット
（左右）
●パワーウインドウ
（前席ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付、耐水タイプ）
●電磁式トランクオープナー
●集中ドアロック
（フューエルフィラーリッド連動）
●電源ソケット
（センターコンソールボックス内 1個、インスト1個）
●トランクオープナーキャンセルスイッチ
●トランクエマージェンシーオープナー（ディンプルキー付）
●タコメーター照明（ブルーカラーコーディネート）

ディーラーオプション

4WD
VR38DETT
GT-R

車種

◆2
◆4

◆2◆3

◆4
◆4

◆2◆3

◆6
◆6

◆6
◆6

◆6
◆6

（注 10 ）

◆ 3 の装備＋For TRACK PACK 専用サスペンション
カーボン製クラスターフィニッシャー（ For TRACK PACKエンブレム付）
ルーフトリム/ サンバイザー色：ブラック
For TRACK PACK専用ハイグリップファブリック・本革コンビシート＊4
リヤシートレス（キルティングクロスマット付）
カーボン製エアダクト付フロントスポイラー
フェンダープロテクター
3分割式フロントアンダーカバー（スポイラー一体式、フロント/センター側：PP製、リヤ側：カーボンSMC製〈専用ダクト付〉）
レイズ製アルミ軽量鍛造ホイール（ブラッククォーツクロームカラーコート）
ブレーキ冷却用エアガイド
（フロント、
リヤ）

◆1、◆2、◆3、◆4、◆5、◆6はそれぞれセットでメーカーオプションです。
＊1 前席はシートメインにパールスエードを、
シートサイドおよびシートメインの一部に本革を、その他の部位は人工皮革を使用しています。パールスエードはセーレン株式会社の登録商標です。後席は合成
皮革シートとなります。
＊2 前席はシートメインおよびシートサイドの一部に本革を、その他の部位は人工皮革を使用しています。後席は合成皮革シートとなります。
＊3 前席はシートクッション、シートバックに本革を使用しています。
＊4 シートメインとシートサイドの一部に
For TRACK PACK専用で新規開発したハイグリップタイプモケットを、シートメインとシートサイドの一部に本革を使用しています。
（注1）サッチャム準拠車両防盗システムを装着した場合、オーバーヘッドコンソールは装着されません。
（注2）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（リモコンキーからの影響はありません）。詳
しくは販売会社にお問い合わせください。
（注 3 ）CDはディスクの種類によっては再生できない場合があります。
（注 4 ）DVDビデオが再生可能です。ただしディスクの種類によっては再生できない場合があります。また、DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW/DVD-R
（注5）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）は別売となります。通信ケーブルはdocomo FOMA用とau
DL/DVD+R DLディスクは、ディスクの記録状態によっては再生できない場合があります。DVD-RAMは再生できません。
WIN用の2種類ございます。docomo mova、au CDMA 1Xはご利用いただけません。Bluetooth®ハンズフリー機能は、Bluethooth®対応の携帯電話のみご利用いただけます。携帯電話によっては、ご利用できない機種がありますので、詳しくは、カーウイングスホームページ
（注 6 ）地上デジタルテレビの特性上、電波の状態により映像・音声が途切れることがございます。
（注 7 ）iPod ® 対応機種は日産羅針
www.nissan-carwings.com ）の「適合携帯電話一覧」でご確認いただくか、カーライフアドバイザーまでお問い合わせください。
（http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/NAVI/index.html）
でご確認ください。
（注8）
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Bluethooth®で接続するか、通信ケーブルでの接続が必要です。
（注9）RECAROカーボンバケットシートと
（注10）
（注11）
SRSカーテンエアバッグシステム、運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステムは同時装着できません。
-35°
C以下になった場合の冷却水凍結によるエンジン、ラジエータ破損防止の為、冷却水の濃度が50％となります（標準仕様は-15°
Cまで凍結しません）。
For
TRACK PACKとSRSカーテンエアバッグシステム、運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム、RECAROカーボンバケットシートは同時装着できません。For TRACK PACKを選択した場合、後席固定式ヘッドレスト（左右2席）、後席ELR付3点式シートベルト、後席ISO FIX
チャイルドシート用アンカーは装備されません。
●NISSAN GT-Rは全車、字光式ナンバープレートを装着できません。●Bluetooth®トランスミッターはNISSAN ONLINE SHOP（http://shop.nissan.co.jp）でのみ販売しております。●iPodは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の登録商標です。
●BluetoothおよびBluetoothロゴは、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●DampTronicおよびDampTronicロゴは、
ドイツThyssenkrupp Bilstein Suspension GmbHの登録商標です。●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。
●Bose®は、米国Bose Corporationの商標です。
表内の緑文字は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。

