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運転する前に確認

はじめにお読みください
本書は、運転操作や装備の基本的な操作を抜粋して説明しています。
詳しい取り扱いについては、別冊の取扱説明書をお読みください。

取り扱い方法をパソコンやスマートフォンでもご覧いただけます。
右の二次元コードを読み取るか、URLを直接入力すると
電子取扱説明書（ビジュアル版）が閲覧できます。

http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/
NAVIOM/SERENA_SPECIAL/E-POWER/1809/
index.html

サイトの閲覧には別途、通信料が発生します。
パケット定額サービスなどの料金制度に加入されていない場合、パケット通信料が高額となる場合がありますの
で予めご注意ください。

セレナ e-POWERご利用時の注意事項

セレナ e-POWERはガソリンエンジンで発電し、
常にモーターで走行（駆動）するクルマです。
・状況によりエンジンが始動し、発電します。（充電は必要ありません）

・ガソリンがなくなると走行することはできません。

・リチウムイオンバッテリーの残量に関わらず、燃料残量警告が表示され燃料計
の  が黄色く点灯したときは、すみやかに指定の燃料（無鉛レギュラーガ
ソリン）を補給してください。

0 1 0km

00:00

P
ECO

1000 C

POWER
km
230給油してください

OK

リチウムイオンバッテリー残量

燃料計

燃料残量警告

燃料がなくなると、リチウムイオンバッテリーの残量が残っていても走行不能になるおそれ
があります。

ドアの施錠・解錠のしかた

リモコンキーでの施錠・解錠
離れたところ（周囲約 1m）から全ドアの施錠・解錠ができます。

ドア解錠スイッチ

ドア施錠スイッチ

ドアスイッチでの施錠・解錠
インテリジェントキーを身につけていれば、ドアスイッチを押すだけで全ドア
の施錠や解錠ができます。また、施錠時にオートスライドドアのワンタッチス
イッチを押すと全ドアが解錠し、スライドドアが自動（電動）で開きます。

スイッチ

※

※ 施錠時に押すと、解錠するとともにスライドドアが自動（電動）で開きます。 
解錠時に押すと、スライドドアを自動（電動）で開閉できます。

ドアの施錠・解錠時に車幅灯、尾灯、番号灯が点灯します。 
（施錠時 約 10 秒、解錠時 約 30 秒）
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運転する前に確認

インテリジェント ルームミラーの使いかた
インテリジェント ルームミラーモードに切り替えると、車両後方にある 
カメラで映し出された映像（モニター表示）に切り替わります。

インテリジェント ルームミラーを使う
・走行前にルームミラーモード（鏡面）の状態
で、ミラー本体の角度を調節してから使用し
ます。

・インテリジェント ルームミラーモード（モ
ニター表示）にするときは、電源ポジション
／パワースイッチを ONにし、ON・OFF 
切り替えレバーを手前に倒します。

・ルームミラーモード（鏡面）にするときは、
ON・OFF切り替えレバーを前方へ倒します。

ON・OFF切り替えレバー

周囲の明るさにより見づらかったり、眩しく感じたときはインテリジェント ルームミラーモード
（モニター表示）をOFF にし、ルームミラーモード（鏡面）で使用してください。

画像調節のしかた

インテリジェント ルームミラーモード（モ
ニター表示）のときに、MENU ボタンを
押すと、各種調節ができます。
MENU ボタンを押して項目を切り替え、
中央ボタン、右側ボタンで調節します。

　- BRIGHTNESS（明るさ）
　- DOWN/UP（上下）
　- LEFT/RIGHT（左右）
　- ROTATION（回転）
　-  INDICATION（モニター文字表示、非表示 

 の切り替え）

中央ボタン

MENUボタン 右側ボタン

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）
インテリジェント アラウンドビューモニターは自車両を上から見ているかの
映像を映し出すことで、駐車時の運転操作を支援します。

インテリジェント アラウンドビューモニターを表示する
電源ポジション／パワースイッチがON のとき、セレクトレバー／シフトポジション
を  にするか、  スイッチを押すとインテリジェント アラウンドビューモニ
ターを表示します。

インテリジェント アラウンドビューモニターの表示切替

MOD MOD

車両周辺の安全を直接確認してください

左側画面 右側画面

セレクトレバー／シフトポジションを  にする、または  スイッチを押し、
インテリジェント アラウンドビューモニターがONの状態で、  スイッチを押
すと、次のように左側画面が切り替わります。

 スイッチを押してON にしたとき
トップビュー⇒サイドブラインドビュー⇒インテリジェント アラウンドビューモニ
ターOFF ⇒トップビュー

セレクトレバー／シフトポジションを  にしてＯＮにしたとき
トップビュー⇒サイドブラインドビュー⇒トップビュー

・ インテリジェント アラウンドビューモニターの右側画面は、セレクトレバー／シフ
トポジションが  のときは車両後方が表示され、  以外のときは車両前方が表示さ
れます。
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運転する前に確認

移動物 検知機能
車庫入れや駐車場からの発進時などに自車周辺の移動物を検知し、黄色い枠で
移動物をドライバーにお知らせする機能です。
 

1  移動物 検知表示
移動物を検知したときに、黄色い枠でお知
らせします。

2  移動物 検知機能
作動状態アイコン

移動物 検知機能が作動する側の画面のアイ
コンを青色で表示します。

車両周辺の安全を直接確認してください

2

1

移動物 検知機能をOFF にしたい場合は、メーター内のディスプレイで設定することができます。
取扱説明書をご覧ください。

ドアミラーを調節する

角度調節のしかた

1 左右切り替えスイッチ 1  を調節する側に動かします。

2 角度調節スイッチ 2  を
前後左右に押して、後
方が十分確認できる位
置に調節します。

格納のしかた

スイッチ位置 作動

閉

開

1 2

シフトレバーの操作のしかた
シフトレバーを使ってシフトポジションを変更します。

P
N
R

D/B

シフト 
ポジション 使い方 働き

セレクトレバーの下側にある Pスイッ
チを押します。

駐車および e-POWER システムを始
動するときの位置

ブレーキペダルを踏みながら、セレク
トレバーをゲートに沿って車両前方へ
スライドさせます。

後退するときの位置

ブレーキペダルを踏みながら、右にス
ライドさせ、しばらく保持します。

動力が伝わらない状態の位置

ブレーキペダルを踏みながら、セレク
トレバーをゲートに沿って右手前にス
ライドさせます。

通常走行するときの位置

 のときに右手前にスライドすると 
 に切り替わります。もう一度スライ

ドすると  に戻ります。（NORMAL
モードのみ）

下り坂などで、強い回生ブレーキが必
要なときの位置

S モードや ECO モードのときはシフトポジションを  に切り替えることはできません。
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運転する前に確認

ドライブモードの使い分け
e-POWER システムは 3 つのドライブモードがあります。目的に応じて使い
分けてください。

各モードの働き

モード
シフト 
ポジ 
ション

アクセルペダル 
OFF 時の 
減速度合い

特徴

NORMAL

ガソリンエンジン車と 
同等の走りを楽しめるモード

ガソリンエンジ
ン車のエンジン
ブレーキと同等

-  モーター駆動特有のレスポンスよ
くスムースな加速

-  ガソリンエンジン車に近い感覚で
のアクセルペダル OFF での減速

やや強い

S（Smart）

EV らしさと燃費を 
両立させたモード

強い

-  モーター特性を際立たせてアクセ
ルペダル操作に瞬時に応じる高レ
スポンスを実現

-  アクセルペダル OFF 時の回生ブ
レーキを強めて、多くのエネルギー
を回収

-  アクセルペダル操作のみで楽に速
度調整が可能

ECO

燃費重視のモード

強い

-  無駄なエネルギー消費を抑えるた
めの穏やかな加速性能

-  アクセルペダル OFF 時の回生ブ
レーキを強めて、多くのエネルギー
を回収

-  アクセルペダル操作のみで楽に速
度調整が可能

※NORMALモード→ Sモード→ ECOモードの順に燃費がよくなります。
※ Sモードや ECOモードのときは、シフトポジションを  に切り替えることはできません。

ECO

S

Sモードおよび ECOモードではアクセルペダルOFF時の回生力を高めています。そのため、想
定していた停車位置よりも手前で停車する場合があります。
また、狭い駐車場などで、ハンドルをいっぱいに切りながらアクセルペダルをONからOFFにし
たときに、減速度合いが強く感じられる場合があります。
※  Sモードおよび ECOモードでは、アクセルペダルOFFによる減速で停車する場合があります
が、ブレーキ力を保持して停車させ続ける機能はないため、停車時はブレーキペダルを必ず踏
み込んでください。

Sモード、ECOモードのときは、ブレーキを踏まずに減速した場合でも減速度合いに応じて制動
灯が点灯します。

モード シフトポジション クリープ

NORMAL 常時発生

S（Smart）
停車後、ブレーキペダルを離すと発生

ECO

モードの切り替えかた
パワースイッチがONのとき、e-POWERモードスイッチを押すごとに切り
替わります。

DRIVE
MODE

ECO

S
NORMALモード

Sモード

ECOモード

e-POWER Drive

　　

e-POWERモードスイッチ

シフトポジションは、セレクトレバーを操作して切り替えます。



1110

運転する前に確認

チャージモード
チャージモードスイッチを押すと強制的にエンジンを始動し、リチウムイオン
バッテリーの充電を行います。マナーモードによる走行距離を長くしたいとき、
あらかじめリチウムイオンバッテリーを充電するモードです。

ON・OFF のしかた
・ 走行可能表示灯が点灯しているとき、
チャージモードスイッチを押すごとに、
チャージモードのON・OFFが切り替
わります。

・ ONにするとアドバンスドドライブアシ
ストディスプレイにチャージモードイン
ジケーターが点灯します。

CAMERA CHARGE

P N
R

D/B

CHARGE

チャージモード

チャージモード作動中にマナーモードスイッチを押すと、チャージモードが解除されマナーモード
に切り替わります。
チャージモードは、ドライブモードが S モード、ECOモードのときに使用できます。

マナーモード
マナーモードスイッチを押すと、エンジンの始動を極力抑えて走行することが
できます。バッテリー電力だけで走行するので、早朝や深夜の住宅街など、静
かに走行したいときに使用するモードです。

ON・OFF のしかた
・ 走行可能表示灯が点灯しているとき、マ
ナーモードスイッチを押すごとに、マ
ナーモードのON･OFFが切り替わりま
す。

・ ONにするとアドバンスドドライブアシ
ストディスプレイにマナーモードインジ
ケーターが点灯します。   

CAMERA CHARGE

P N
R

D/B

マナーモード

チャージモードをONにしてリチウムイオンバッテリー残量を増やしておくと、バッテリー電力
だけで走行できる距離が長くなります。
マナーモードは、ドライブモードが Sモード、ECO モードのときに使用できます。

車両接近通報装置
車両接近通報装置は、低速走行中に車両が接近していることを音で歩行者に知
らせるシステムです。

次の場合に作動します。
　・発進時、車速が 30km/h 以内のとき
　・減速時、車速が 25km/h 以下になったとき

　・シフトポジションが  のとき
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運転しましょう

始動して、発進する

1 パーキングブレーキがか
かっていることを確認し
てください。

P
N
R

D/B

Ⓑ

Ⓐ

km/h

km/h

2 ブレーキペダル A  をしっ
かり踏み込みます。

　

3 パワースイッチ B  を確実
に押します。

4 走行可能表示灯 が点
灯したことを確認します。

走行可能表示灯 が消灯している状態では走行できません。
ブレーキペダルが硬く踏みづらくなっている場合があります。そのときは、通常よりも強くブレー
キペダルを奥までしっかり踏み込んで、パワースイッチを押してください。

奥まで強く踏み込む

e-POWER システムが始動できない場合には、一旦パワースイッチをOFF にして、5 秒以上待っ
てから再始動してください。

停止する

1 ブレーキペダルを踏みながら、パーキングブレーキをかけて、セレクトレバー
の下側にあるⓅスイッチを押し、シフトポジションを  に切り替えます。

2 パワースイッチを押すと、e-POWER システムが停止します。

シフトポジションを  に切り替えずにパワースイッチをOFF にすると、自動的にシフトポジショ
ンが  に切り替わります。（オート P 機能）
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運転しましょう

電動パーキングブレーキの使いかた
スイッチ操作で、パーキングブレーキをかけることができます。

電動パーキングブレーキのかけかた
・  ブレーキペダルをしっかり踏みます。
・  電動パーキングブレーキスイッチを引
き上げます。
　 スイッチを引き上げると、電動パーキ
ングブレーキスイッチの表示灯が点灯
し、メーター内の電動パーキングブレー
キ警告灯（赤色）が、約 2秒後に点灯
します。

電動パーキングブレーキの解除のしかた
・  ブレーキペダルをしっかり踏みます。
・  電動パーキングブレーキスイッチを押
し下げます。スイッチを押し下げると、
電動パーキングブレーキスイッチの表
示灯が消灯し、電動パーキングブレー
キが解除されるとメーター内の電動
パーキングブレーキ警告灯（赤色）が
消灯します。

電動パーキングブレーキがかかっている状態で運転席シートベルトを着用し、セレクトレバー／シ
フトポジションが  または  のときアクセルペダルを踏み込むと、パーキングブレーキが自動
的に解除されます。
電動パーキングブレーキの詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

電動パーキングブレー
キスイッチ表示灯

電動パーキング
ブレーキスイッチ

オートブレーキホールドの使いかた
オートブレーキホールド機能は、信号待ちなどで停車中にブレーキ力を保持す
る機能です。

オートブレーキホールドのON・OFF のしかた
・  オートブレーキホールドスイッチを押
します。

・  ON になると、オートブレーキホール
ドスイッチ表示灯が点灯します。

・  使用できる条件になるとメーター内の
オートブレーキホールド表示灯（白色）
が点灯します。

オートブレーキホールドの作動
・  ブレーキペダルを踏んで停車します。
　 オートブレーキホールド表示灯が白色
から緑色に変わり、ブレーキペダルを
踏み続けなくてもブレーキ力が保持さ
れます。

・  アクセルペダルを踏むと保持を解除し、
発進します。

オートブレーキ
ホールドスイッチ

オートブレーキホー
ルドスイッチ表示灯
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走行支援機能について

プロパイロット
プロパイロットは、運転者が設定した車速を上限に先行車と車速に応じた車間
距離を保ちながら、車線中央付近を走行するための運転操作を支援します。

プロパイロット表示

0 00:00

D

AM℃

100
km/h

PILOT

ECO

1 32 4

65 7 8 9

1   ハンドル支援の作動状態を色で表示します。  
（ハンドル支援中は緑色に点灯します）

2   プロパイロットが作動すると表示します。  
（プロパイロット作動中は青色で点灯します）

3   先行車検出の有無をお知らせします。  
（先行車を検出すると、車両が表示されます）

4   プロパイロットの作動状態を色で表示します。 
（プロパイロットがON になると白色で点灯し、作動を開始すると青色で点灯します）

5   車線検出の有無をお知らせします。 
（車線を検出しハンドル支援が作動すると、緑色に点灯します）

6    車間設定を表示します。 
（車間距離の設定状況を表示します）

7   ハンドル支援の作動状態を色で表示します。 
（ハンドル支援中は緑色に点灯します）

8   車速制御の作動状態を色と形で表示します。 
（定車間制御中は緑色に点灯、定速制御中は緑色の線画で表示します）

9   設定車速を表示します。

グレード、オプションなどにより表示は異なります。

セットのしかた

1 ステアリングスイッチの 
 スイッチを押します。

・  メーター内ディスプレイにプ
ロパイロットの状態が表示さ
れます。

D

---
km/h

ECO

プロパイロット表示

ステアリングスイッチ

2 設定したい速度まで
加速または減速し、

 スイッチを
押します。
・  スイッチを 
押したときの車速が設定車速
になりプロパイロットの制御
を開始します。

D

---
km/h

ECO

プロパイロット表示

ステアリングスイッチ

プロパイロットにより停止状態を保持しているときに、先行車に続いて発進するときは、  
スイッチを押すか、アクセルペダルを踏みます。

 スイッチをON にするとインテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）もON に
なります。

 スイッチを約 1.5 秒以上押すと、定速制御機能に切り替わり、アクセルペダルを踏まな
くても、一定の速度で走行することができます。（ハンドル制御や車間制御は行いません。）

解除のしかた

 を押します。

プロパイロットにより停止状態を保持しているときに、プロパイロットが解除されると電動パーキ
ングブレーキがかかります。
CANCEL  を押す、またはブレーキペダルを踏んでも一時的に解除されます。
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走行支援機能について

設定車速の変更のしかた
・ 設定車速を上げたいときは、  

 スイッチを押します。
・ 設定車速を下げたいときは、  

 スイッチを押します。

車間距離設定の変更のしかた
ステアリングの 

 スイッチを押します。
・  スイッチを押すごとに 
「長」→「中」→「短」→「長」の順に
切り替わります。

0 00:00

D

AM℃

100
km/h

PILOT

ECO

車間距離設定表示

ステアリングスイッチ

グレード、オプションなどにより表示は異なります。

ハンドル支援機能のON・OFF のしかた
「設定  」⇒「運転支援システム」⇒「プロパイロット」
⇒「ハンドル支援」を選択するとプロパイロット作動時のハンドル

支援機能のON・OFFを切り替えることができます。

便利な機能

オートスライドドアの使いかた
オートスライドドアは、スイッチの操作やハンズフリー機能でスライドドアを
自動（電動）開閉することができます。
開閉操作をするときは、スライドドア周囲の安全を確認してください。

サードシート用助手席側
オートスライドドアスイッチドアハンドル（内側） ドアハンドル（外側） ワンタッチスイッチ

運転席スイッチ

ハンズフリーセンサー
ワンタッチオートスライド
ドア開閉スイッチ
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便利な機能

オートドアメインスイッチ（ハンズフリー機能付車）
ハンズフリーセンサーと自動（電動）開閉機能のON・OFFが切り替わります。

スイッチ位置 作動
自動（電動）開閉
機能を使うときの
位置

中立

ハンズフリーセン
サーおよび自動（電
動）開閉機能を使
うときの位置
ハンズフリーセン
サーおよび自動（電
動）開閉機能を停
止する位置

上側を押す

下側を押す

スイッチ
位置

運転席
スイッチ
による
開閉操作

ワンタッチ
オートスラ
イドドア
開閉スイッ
チによる
開閉操作

ワンタッチ
スイッチに
よる
開閉操作

ドアハンド
ルによる
開閉操作

サードシー
ト用助手席
側オートス
ライドドア
スイッチに
よる
開閉操作

ハンズフ
リーセン
サーに
よる
開閉操作

作動 作動※ 作動 作動 作動 非作動

中立
作動 作動※ 作動 作動 作動 作動

非作動 非作動 非作動 非作動 非作動 非作動

※：電源ポジション／パワースイッチがONのときは作動しません。

運転席スイッチ（自動開閉）
運転席スイッチを約 1 秒間押すことでスライドドアを自動（電動）
で開閉することができます。

運転席スイッチ

スライドドアが自動（電動）開閉中にスイッチを押すと、その位置で停止します。もう一度スイッ
チを約 1 秒間押すと、停止前とは反対の方向に動き、全開または全閉します。

ワンタッチオートスライドドア開閉スイッチ（自動開閉）
リモコンスイッチのボタンを約 1秒間押
すとスライドドアを自動（電動）で開閉
することができます。

スライドドアが自動（電動）開閉中にスイッチを押すと、その位置で停止します。もう一度スイッ
チを約１秒間押すと、停止前とは反対の方向に動き、全開または全閉します。
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便利な機能

ワンタッチスイッチ（自動開閉）
ワンタッチスイッチを押すと、スライド
ドアを自動（電動）で開閉することがで
きます。

施錠されているときは、インテリジェントキーを携帯してください。
スライドドアが自動（電動）開閉中にスイッチを押すと、その位置で停止します。もう一度スイッ
チを押すと、停止前とは反対の方向に動き、全開または全閉します。

ドアハンドル（自動開閉）
外側または内側のドアハンドルを操作す
ると、スライドドアを自動（電動）で開
閉することができます。

チャイルドセーフティドアロックがかかっているときは、内側のドアハンドルで、自動（電動）開
作動はしません。（自動（電動）閉作動は作動します。）
スライドドアが自動（電動）開閉中にドアハンドルを操作すると、その位置で停止します。もう一
度外側のドアハンドルを操作すると、停止前とは反対の方向に動き、全開または全閉します。また、
内側のドアハンドルでは操作した任意の方向に動き、全開または全閉します。

サードシート用助手席側オートスライドドアスイッチ（自動開閉）
サードシート用助手席側オートスライド
ドアスイッチを約１秒間押すと、スライ
ドドアを自動（電動）で開閉することが
できます。

スライドドアが自動（電動）開閉中にスイッチを押すと、その位置で停止します。もう一度スイッ
チを約１秒間押すと、停止前とは反対の方向に動き、全開または全閉します。
チャイルドセーフティドアロックがかかっているときは、サードシート用助手席側オートスライド
ドアスイッチで、自動（電動）開作動はしません。（自動（電動）閉作動は作動します。）
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便利な機能

ハンズフリーセンサー（ハンズフリー機能付車）
スライドドアの下部に設けられたセンサーによって足の動きを感知し、スライ
ドドアの開閉を自動（電動）で行います。

スライドドア下部にあるマークとマー
クの間がハンズフリーセンサー有効範
囲です。

有効範囲の間で足先の出し入れを行っ
てください。

スライドドアハンドル

マークセンサー

足を入れたままにしていると作動しません。
スライドドアが自動（電動）開閉中に、再度、足先を入れて引く動作を行ってもスライドドアは停
止しません。また、自動（電動）開閉中にスイッチ操作などにより任意で停止させた位置から、足
先を入れて引く動作を行っても自動（電動）開閉作動はしません。

・開けかた

1 インテリジェントキーを
携帯します。

2 オートドアメインスイッ
チが中立位置にあること
を確認します。

3 スライドドアハンドル後
端部の真下あたりを狙っ
て、足を入れ止めずにす
ぐに引くとスライドドア
が自動的に全開します。

（膝を曲げずに振り子のよ
うに足を振りあげると、
センサーが反応しやすく
なります。）

足を入れる位置

目安： スライドドアハンドル 
後端部の真下あたり

・閉めかた

1 インテリジェントキーを
携帯します。

2 オートドアメインスイッ
チが中立位置にあること
を確認します。

3 スライドドアハンドル後
端部の真下あたりを狙っ
て、足を入れ止めずにす
ぐに引くとスライドドア
が自動的に全閉します。

（膝を曲げずに振り子のよ
うに足を振りあげると、
センサーが反応しやすく
なります。）

足のつま先とすねの両方をセンサーに近づけて
ください。

足はスライドドアに対して垂直方向に動かして
ください。

足先を出し入れしたあと、スライドドアが動き出すまで少しお待ちください。「ピッピッ」という
ブザー音が鳴りドアが自動的に開閉します。
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便利な機能

全ドア連動ロック機能について
以下の手順でスライドドアを閉めると、スライドドアが全閉すると同時に全ド
アが施錠されます。

1 ロックノブを操作するスライドドア以外のドアを閉めます。

2 スライドドアが全開の状
態で、スライドドアの車
室内ロックノブを車両前
方に動かします。

3 車外からスライドドアを閉めます。

電源ポジション／パワースイッチがON のとき、または車室内にインテリジェントキーが残って
いるときは、施錠されません。

デュアルバックドアの使いかた
デュアルバックドアはバックドア（全体）とハーフバックドア（上側）があり、
それぞれ別々に開閉することができます。

ハーフバックドア
（上側）

バックドア（全体）

バックドア（全体）の開けかた

解錠後、スイッチを押すとバックドア（全
体）が開きます。

バックドアオープナー
スイッチ

インテリジェントキーを携帯していれば、施錠されていてもバックドア（全体）を開けることがで
きます。

バックドア（全体）の閉めかた

ドアグリップに手を掛けてバックドア（全
体）を降ろし、確実にロックするまで押
しつけます。

ドアグリップ
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便利な機能

ハーフバックドア（上側）の開けかた

解錠後、スイッチを押すとハーフバック
ドア（上側）が開きます。

ハーフバックドア
オープナー
スイッチ

インテリジェントキーを携帯していれば、施錠されていてもハーフバックドア（上側）を開けるこ
とができます。

ハーフバックドア（上側）の閉めかた

ドアグリップまたはベルトに手を掛けて
ハーフバックドア（上側）を降ろし、確
実にロックするまで押しつけます。

ドアグリップ

ドア開閉用ベルト

インテリジェント パーキングアシスト
（駐車支援システム）

インテリジェント パーキングアシスト（駐車
支援システム）は、車庫入れ、縦列駐車を補
助する機能です。
設定した駐車目安枠付近へ駐車するようにハ
ンドリングをサポートします。同時に、切り
返し操作（セレクトレバー／シフトポジショ
ン操作）をガイドします。

・インテリジェント パーキングアシスト（駐
車支援システム）は自動で速度を調整した
り障害物を回避する機能ではありません。
※ 重要な警告・注意事項がありますので、ご使
用の前には必ず取扱説明書をお読みくださ
い。

P

R

開始

約 1m
 

1 駐車したい場所の手前で停車します。

2   スイッチを押します。

3 ステアリングスイッチを操作して、
駐車方法を選びます。

駐車スペース側に
停車してください

左側車庫入れ

右側車庫入れ

左側縦列駐車

右側縦列駐車

グレード、オプションなどにより表示は異なります。
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便利な機能

4 ゆっくりと前進し、駐車したい場所
の 1 ｍほど横に停車します。駐車場
や車庫では駐車場所に垂直に、縦列
駐車は水平になるように車両を停め
ます。

開始

戻る

OKを押すとIPAを開始します

約1m
  

5 ・ 停車した状態で画面上の駐車目安
枠（青色）の位置を確認し、周囲
の安全を目視で確認しながら駐車
したい場所まで車両をゆっくり移
動させます。
・ 再度車両を停車させて駐車目安枠
（青色）の位置が駐車したい場所と
合っていることを確認します。そ
の際、必ず障害物が障害物目安線
（赤色）の外側になっていることを
確認してください。

良い例 悪い例

6 ブレーキペダルを踏みながら、ステアリングスイッチのOKスイッチを押し
て開始します。

7 ハンドルに軽く手を添え、ブレーキ
で速度を調整しながらゆっくりと前
進します。

周囲の安全を確認し、
前進してください

・切り返し目安枠（緑色）に向かってハンドリングをサポートします。
・ 車両が切り返し目安枠（緑色）付近に到達するとブザーが鳴るので、ブレー
キペダルを踏んで停車してください。（進行方向に車両や障害物がある場合、
システムが正しく機能せず解除されることがあります。）

8 セレクトレバー／シフトポジションを  に入れ、ハンドルに軽く手を添えて、
ブレーキで速度を調整しながらハンドリングがサポートされ、ゆっくりと後退
します。

9 駐車目安枠（青色）付近に移動するとブザーが鳴りインテリジェントパーキン
グアシスト（駐車支援システム）が自動で終了しますので、ブレーキペダルを
踏んで停車してください。
停車したら、ブレーキペダルを踏みながらパーキングブレーキをかけてセレク
トレバー／シフトポジションを  にして駐車を完了してください。
なおインテリジェント パーキングアシスト（駐車支援システム）が作動中でも、
セレクトレバー／シフトポジションを  にすると、インテリジェント パーキ
ングアシスト（駐車支援システム）が終了します。



※イラストは一部異なる場合があります。※イラストは一部異なる場合があります。 ※イラストは一部異なる場合があります。※イラストは一部異なる場合があります。
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便利な機能

シートの調節のしかた

セカンドシート

ウォークイン機構

1 リクライニングレバーまたは
シート背面下部のペダルを
踏んで、背もたれを前に倒し
ます。

2 セカンドシートを前方にスラ
イドさせます。元に戻すとき
は、シートを後方にスライド
させたあと、背もたれを起こ
して固定します。

■ 背もたれの角度調節
（リクライニング）

● リクライニングレバーを引い
たまま、背もたれを動かしま
す。

■ 前後位置の調節（スライド）
● レバーを引いたまま、シートを動かします。
● シート背面部にもレバーがあります。

33

横スライド機構（運転席側／助手席側）
サードシートへ乗り降りするときなどに、セカンドシートを横にスライドさせる
ことができます。

シート横側にある横スライド
レバーを上げたまま、セカンド
シートを動かします。



※イラストは一部異なる場合があります。※イラストは一部異なる場合があります。 ※イラストは一部異なる場合があります。※イラストは一部異なる場合があります。
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便利な機能

サードシート

サードシートの格納のしかた
サードシートを跳ね上げ、ラゲッジスペースを広げることができます。

1 サードシートを格納する前に、中央席ヘッドレストを外し、
ラゲッジルームの格納場所に格納してください。

 中央席ヘッドレストの格納のしかた：P36

■ 背もたれの角度調節
　（リクライニング）
● ストラップを上に引い
たまま、背もたれを動
かします。

■ 前後位置の調節（スライド）
● シート前面または後面のレバーを
引いたままシートを動かします。

運転席側サードシートの例

シート固定バンド
格納位置

シート固定バンド

ストラップ

35

2 青色のストラップを引いてシート脚
部のロックを解除します。
（同時に背もたれが前に倒れます。）

3 シートを窓側へ折りたたみ、シート
固定バンドを引き出します。

4 シート固定バンドのフックを側面の
フック掛けに確実に引っ掛けます。
シート固定バンドの長さを調節し
て、シートをしっかりと固定します。

5 シート脚部を折りたたみます。

6 元に戻すときは、シート固定バンドを
シートに格納してから、横に折りたた
んだときと逆の手順で操作します。
背もたれを戻すときは、ストラップ
は引かずに背もたれを起こします。

シート固定
バンド

フック



※イラストは一部異なる場合があります。※イラストは一部異なる場合があります。
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便利な機能

中央席ヘッドレストの使いかた

1 ラゲッジルームからヘッドレストを取
り出します。

2 ヘッドレストを中央席にロックするま
で差し込みます。

中央席ヘッドレストの格納のしかた

1 ボタンを押しながらヘッドレストを外
します。

2 ラゲッジルームの運転席側格納位
置に収納します。

37

トラブルが起こったら

■ カーシェアリングに関する問い合わせ先

NISSAN e-シェアモビ コールセンター

TEL 0120-23-1723

事故で車両が大きく破損したら
セレナ e-POWERは内部に
高電圧装置を搭載しています。

車両にお手を触れないようにお願い申し上げます。
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