■フェアレディZ Version NISMO Type 380RS主要装備一覧

■フェアレディZ Version NISMO Type 380RS主要諸元
380RS 特別装備

Version NISMOとの共通特別装備

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
■視界
●バイキセノンヘッドランプ（ハイ/ロービーム、オートレベライザー付）
●UVカット断熱グリーンガラス（フロントガラス、
ドアガラス）
●フロント無段間けつ式ワイパー（ウエットアーム付ストレートタイプ）
●高輝度LEDリヤコンビネーションランプ
●ウインドウ撥水 12ヶ月
●チタンクリア®ドアミラー
その他標準装備：ヒーター付電動格納式リモコンカラードドアミラー、防眩式ルームミ
ラー、
リヤ間けつ式ワイパー、熱線リヤウインドウ（タイマー付）
■シート
●助手席シートバック可倒機構（レバー（マニュアル））
●Version NISMO共通本革/アルカンターラコンビシート（注1）
●運転席シートリフター（マニュアル）
●上下調整式ヘッドレスト
その他標準装備：運転席サイサポートアジャスター、シートサイドポケット、助手席シー
トバックポケット
■運転席まわり／内装
●Version NISMO Type 380RS専用本革巻ステアリング
●Version NISMO Type 380RS専用本革巻シフトノブ
●Version NISMO Type 380RS専用本革巻パーキングブレーキレバー
●Version NISMO共通ドアトリム
●リモートコントロールエントリーシステム（バックドア（トランク）オープン機能付、
作動確認機能付、イモビライザー内蔵リモコンキー2本）
●チルトステアリング&チルトメーター
●イルミネーションコントロール
●Version NISMO共通コンビネーションメーター
●シフトアップインジケーター
●3連サブメーター（ドライブコンピューター（注2）、油圧計、電圧計）
●リヤフロアボックス（ロック&ランプ付）
（注3）
●リヤパーセルボックス（2個）
●オーバーヘッドコンソール
●インストアッパーボックス（注4）
●インストポケット（注5）
●運転席・助手席ニーパッド
●アルミ製アクセル・ブレーキ・クラッチペダル、フットレスト
●Version NISMO共通アルミ製アクセルペダル
●キッキングプレート
●照明付灰皿（汎用カップホルダー置きタイプ）
その他標準装備：抗菌仕様（ステアリング、シフトノブ、パーキングブレーキレバー）、車
速感応式パワーステアリング、2段式オド・トリップメーター、カップホルダー（センター
、ペットボトルホルダー（照明付）
、
ドアポケット、センターコンソール
コンソール内2個）
ボックス、カードホルダー、助手席ドアアシストグリップ、
フットレスト、ラゲッジフック（6
個）
、電源ソケット2 個（インスト下 &リヤパーセル、DC12V・前後合計 120W ）、電
磁式フューエルフィラーリッドオープナー、マップランプ（ルームランプ兼用）、バニテ
ィミラー（照明付）、イグニッションキー照明、助手席足元ネット、パーシャルダウンウイ
ンドウ機構、パワーウインドウ（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）、集中ドアロック（セントラルロックタイプ）、キー連動室内照明システム

■オーディオ／ナビゲーションシステム
●CD一体 AM/FM電子チューナーラジオ（ 4スピーカー、時計付、MD・CDオート
チェンジャー対応機能付）
（注6）
（注7）
（注8）
（注8）
〈−11,550円〉
●オーディオレス（ロッドアンテナ、4スピーカー付）
●地上デジタルテレビ放送用チューナー（注9）
（7インチワイド液晶モニター、
●カーウイングスナビゲーションシステム（DVD方式）
（注3）
TV、VICS〔FM多重〕、ボイスコマンド、Bluetooth®、車両情報表示機能付）
（注8）
（注10）
（注11）
（注12）
〈 267,750円〉
（注4）
● ETC（ノンストップ自動料金支払いシステム）ユニット〈ビルトインタイプ〉
（注13）
〈 26,250円〉
● VICS（ビーコン）
対応キット（注13）
●ETC（ノンストップ自動料金支払いシステム）ユニット
（注3）
（注4）
●N'FITナビゲーション（HDD方式他）
●ロッドアンテナ

車種
諸元

VQ35HR（3.8L改仕様）
ニッサン CBA-Z33

●エンジン型式
●ベース車車名型式
●運転タイプ

6速マニュアル

●

●寸法
全長×全幅×全高
室内寸法

長×幅×高

ホイールベース
トレッド 前／後
最低地上高

■外観
●Version
●Version
●Version
●Version
●Version
●Version

NISMO共通フロントバンパー
NISMO共通サイドシルプロテクター
NISMO共通リヤバンパー
NISMO共通リヤスポイラー
NISMO共通フロント&リヤフェンダーモール
NISMO共通大口径スポーツマフラー
Version NISMO共通「NISMO」/380RS専用「RS」エンブレム

●アルミ製エンジンフード
●バックドアアウトサイドオープナースイッチ

mm
mm
mm
mm
mm

4420×1840×1305
1005×1480×1100
2650
1535／1545
110

kg

1510
2
1620

●重量・定員
車両重量
乗車定員

名

車両総重量

kg

●性能

m

最小回転半径

その他標準装備：4輪マルチリンク式サスペンション、4輪ベンチレーテッドディスク式
ブレーキ、スペアタイヤ（応急用タイヤ）、フロントストラットタワーバー

後輪駆動（FR）
パワーアシスト付ラック&ピニオン式

ステアリングギヤ形式

マルチリンク式・マルチリンク式

サスペンション 前・後
主ブレーキ

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

前・後

機械式後2輪制動
245/40R18 93W・275/35R19 96W

駐車ブレーキ
タイヤ

前・後

■フェアレディZ Version NISMO Type 380RS専用エンジン主要諸元
エンジン型式

■安全／セキュリティ
●運転席・助手席SRSエアバッグシステム
●Version NISMO共通シートベルト（グレー）
●アクティブヘッドレスト
●リヤビスカスLSD（リミテッドスリップデフ）
●TCS（電子制御トラクションコントロールシステム）
●エンジンイモビライザー（国土交通省認可品）

種類・シリンダー数

■寒冷地仕様
〈22,050円〉
●寒冷地仕様（ワイパーデアイサー＊、高性能バッテリー、寒冷地仕様クーラント）

■空調
●オゾンセーフフルオートエアコン
●エアコン吹き出し口ベンチレーターシャット機能
（注1）一部合成皮革を使用しています。
（注2）機能は、速度・外気温・航続可能距離・平均燃費・平均車速・走行時間・走行距離・ストップウォッチ・シフトアップインジケーターの点灯タイ
リヤパーセルボックスは1個となります。N'FITナビゲーションをお選びの場合、機種により
ミング設定です。
（注3）カーウイングスナビゲーションシステム（DVD方式）をお選びの場合、
（注4）ナビゲーションシステムをお選びの場合、インストアッパーボックスは装着されま
リヤパーセルボックスは1個となります。詳しくはオプショナルパーツカタログをご覧ください。
（注6）MD・CDオートチェンジャー対応機能は、ディーラーオプションのMDまたはCDオー
せん。
（注5）オーディオレス仕様をお選びになった場合、インストポケットは装着されません。
（注8）オーディオレス仕様をお選びの場合、ロッドアンテナ、4スピー
トチェンジャーを装着した場合に作動します。
（注7）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。
カー、ハーネスが装着され、インストポケットは装着されません。またレス仕様をお選びの場合、メーカーオプションのカーウイングスナビゲーションシステム（DVD方式）は装着するこ
とができなくなります。
（注9）カーウイングスナビゲーションまたはN'FITナビゲーションと必ずセットでお選びください。別途専用アンテナが必要となります。地上デジタルテレビ放送
の特性上、電波の状況により映像・音声が途切れる場合がございます。市販のビデオデッキ等の映像をご覧になるには、地上デジタルテレビ放送用チューナー本体のビデオ端子をご利
用ください。チューナー本体の取付位置はリヤフロアボックス内となるため、
リヤフロアボックスの一部が使用できなくなります。
（注10）カーウイングスナビゲーションシステム（DVD
方式）をお選びの場合、ステアリングスイッチ（オーディオ操作機能付）付となります。
（注11）通信ケーブル（DoCoMo、SoftBank、TU-KA用のPDCタイプ）は、車両本体に付属して
おります。auのCDMA方式携帯電話やDoCoMo FOMAの適合携帯電話でカーウイングスをご利用いただくには、別売の通信ケーブル（ディーラーオプション）への交換が必要になり
®
。SoftBank 3G、au CDMA 1X WINは通信ケーブ
ます。なお、通信ケーブルを交換した場合、その方式以外の携帯電話はご使用できません（ただしBluetooth 接続対応機種は除く）
ルによる接続でご利用いただくことはできません（一部Bluetooth®接続のみ、ご利用いただける機種がございます）。ワイヤレス接続のBluetooth®ハンズフリー機能はBluetooth®対
応の携帯電話のみご利用いただけます。携帯電話は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（www.nissan-carwings.com）の「適合携帯電話一覧」
（注13）カーウイングスナビゲーションシステム（DVD方式）
でご確認いただくか、カーライフアドバイザーにお問い合わせください。
（注12）DVDビデオ/オーディオは再生できません。
とセットでのみお選びいただけます。＊熱線でワイパーブレードとフロントガラスとの氷結を溶かす装置です。※フェアレディZ Version NISMO Type 380RSは、字光式ナンバープ
レートを装着できません。※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。※BluetoothおよびBluetoothロゴは米国Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
※ALCANTARA®は東レ株式会社のスエード調人工皮革です。※2011年7月にアナログテレビ放送は終了となります。※持込み登録のためグリーン税制は適用されません。※メーカー
オプションの価格は、メーカー希望小売価格（消費税込み）です。価格は販売会社が独自に決めておりますので、それぞれの販売会社にお問い合わせください。●「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。
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。
※フェアレディZ Version NISMO Type 380RSは持ち込み登録でニスモ扱いです（ NISMOショップ運営販売会社限定）。
※フェアレディZ Version NISMO Type 380RSはエアロパーツ装着のため、縁石や段差の大きい場所や不整地路等では、路面などと干渉する場合がございます。
あらかじめご了承ください。
※フェアレディZ Version NISMO Type 380RSは、日産フェアレディZ Version NISMOをベースにニッサン・モータースポーツ・インターナショナル（株）が製造した部品を
使用し改造した車両です。ついては、フェアレディZ Version NISMO部分は日産自動車保証、ニスモ改造部位およびニスモ改造に関わる部位はニスモ保証となります。
なお、ニスモ保証は1年または20,000kmです。詳しくは保証書をご覧ください。
※掲載されている写真・名称および各種数値は、最終仕様と一部異なる場合があります。ご了承ください。また、商品の色については、撮影・印刷インキの関係で
実際の色とは異なって見えることがあります。

mm
L

シリンダー内径×行程
総排気量
圧縮比
最高出力
最大トルク

その他標準装備：ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト、テンションリデュ
ーサーELR付3点式シートベルト、LED式ハイマウントストップランプ、運転席シート
ベルト非着用時警告灯、EBD（電子制御制動力配分システム）、ABS（アンチロックブ
レーキシステム）、ブレーキアシスト

5.4

●諸装置
駆動方式

■メカニズム／タイヤ・ホイ−ル
●前：245/40R18 93Wタイヤ、後：275/35R19 96Wタイヤ（ポテンザRE-01R）
●Version NISMO共通レイズ製鍛造アルミホイール 前：18×9J（オフセット30）、
P.C.D:114.3（5穴）、後：19×10J（オフセット30）、P.C.D：114.3（5穴）
●Version NISMO共通剛性アップボディ
●Version NISMO共通サスペンション（スプリング、ショックアブソーバー、スタビライザー）
●Version NISMO共通YAMAHA社製パフォーマンスダンパー（フロント・リヤ）
●brembo社製4輪ベンチレーテッドディスク式ブレーキ
●brembo社製4輪アルミキャリパー対向ピストンブレーキ

2WD
フェアレディZ
Version NISMO Type 380RS

kW（PS）/rpm
N・m（kgm）/rpm

燃料供給装置

L

使用燃料・タンク容量

VQ35HR（3.8L改仕様）
DOHC・V型6気筒
95.5×88.4
3.798
12.4
257（350）/7200
397（40.5）/4800
ニッサンEGI（ECCS）
無鉛プレミアムガソリン・80

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。尚、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。
●このカタログのエンジン出力表示はすべて「ネット値」です。●エンジン出力表示にはネット値とグロ
ス値があります。
「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、
「ネット」とはエンジンを車両に搭載し
た状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、
「 ネット」は「グロス」よりもガ
ソリン自動車で約15%程度低い値（自工会調べ）となっています。●本車両には無鉛プレミアムガソリ
ンをご使用ください。
〈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「 kgm 」は
「 PS 」および「 kgm 」からSI単位への換算値は
「 N・m（ニュートンメートル）」のSI単位とします。なお、
次のとおりです。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 1kgm＝9.80665N・m

■変速比・最終減速比
トランスミッション
エンジン
変速比

第1 速
第2 速
第3 速
第4 速
第5 速
第6 速
後 退

最終減速比

6速マニュアル
VQ35HR（3.8L改仕様）
3.794
2.324
1.624
1.271
1.000
0.794
3.446
3.538

