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日産リーフ（ZE0）用 

NISMOエアロパッケージ 

NISMOパフォーマンスパッケージ 

NISMOパーツ 発売 

 
ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル株式会社（本社：横浜市鶴見区 社長：宮谷正一、以下ニスモ）は、日産リーフ

（ZE0）用NISMOエアロパッケージ、パフォーマンスパッケージ及びNISMOパーツを発売いたします。大森ファクトリー、全国の

NISMOエキスパートショップ及び神奈川日産自動車㈱Kn’sファクトリーを通じて6月24日より受注・発売を開始いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ NISMOエアロパッケージ 

電費性能、静粛性などに大きな影響を与えるエアロパーツとホイールをパッケージ化したNISMOエアロパッケージは、SUPER 

ＧＴ車両、NISSAN LEAF NISMO RCなどのレース車両を手掛けるNISMO空力エンジニアがレーシングテクノロジーを惜しみなく

投入してデザインしたエアロパーツと、「軽量」かつ「高剛性」のアルミロードホイールLMX6のパッケージです。 

エアロパーツの開発では最新の空力解析装置などを駆使し、車体を浮き上がらせるリフト量の低減ならびに前後リフト量の最

適化を行うとともに、空気抵抗を低減するデザインとしました。空力性能以外にも、フロントバンパーには LEDデイタイムランニ

ングライト、リヤバンパーにはリヤフォグランプを標準装備することにより、安全性向上とともにその流麗なエクステリアデザイ

ンとの相乗効果で存在感をいっそう高めるアイテムとなりました。FRP仕様とウェットカーボン仕様の 2種類をご用意しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フロントバンパー リヤバンパー 
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   エアロパッケージ内容：    

     ① フロントバンパー（LEDデイタイムランニングライト付 バンパー上部・アンダースポイラー部分割構造） 

 【FRP製/ウェットカーボン製】 

      ② リヤバンパー（リヤフォグランプ付、バンパー上部・アンダースポイラー部分割構造） 【FRP製/ウェットカーボン製】 

      ③ サイドスカート 【FRP製/ウェットカーボン製】 

      ④ リヤアドオンスポイラー 【ウェットカーボン製】 

     ⑤ アルミロードホイール LMX6 ニスモブラック×ダイヤモンドミラーカット （単品販売可）  

 適合車種：  日産リーフ（ZE0）全車  

 価格：  FRP仕様  543,900円（税込み） （※リヤアドオンスポイラーはウェットカーボン製） 

   ウェットカーボン仕様 753,900円（税込み） 

 

■ アルミロードホイール LMX6  

SUPER GTのGT500クラス参戦で培った技術が反映された「軽量」かつ「高剛性」のアルミロードホイールです。 

機能的でスポーティなデザインの中に、強さと美しさを高次元で融合させました。 

 

仕様： アルミ合金製、鋳造１ピースタイプ 

  サイズ  フロント用  18インチ×7.5J （インセット 42、5穴） 

         リヤ用    18インチ×7.5J （インセット36、5穴） 

  カラー クロームカラーコート または 

    ニスモブラック × ダイヤモンドミラーカット 

 付属品： エアバルブ 

適合車種： 日産リーフ（ZE0）全車  

※推奨タイヤサイズ： 215/45Ｒ18（フロント、リヤ同サイズ） 

価格： 44,100円（税込み） 

 

 

 

 

リヤアドオンスポイラー 

アルミロードホイールLMX6 

サイドスカート 



NISSAN MOTORSPORTS INTERNATIONAL CO., LTD. 
6-1 Daikoku-cho, Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 230-0053  

http://www.nismo.co.jp 

■ NISMOパフォーマンスパッケージ 

エアロパッケージ、スポーツサスペンションキット、スポーツリセッティングをパッケージ化しました。JUKE NISMOを始めとする

NISMOロードカー同様のハイパフォーマンスを実現します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「車両の電力消費への影響を最小限にとどめて走行性能を向上」というコンセプトに基づき、ニスモのレーシングテクノロジー

を惜しみなく注ぎ込み開発したパフォーマンスパーツ(性能向上パーツ)をパッケージ化しました。これにより、空力性能＆バラ

ンス、操安性能、デザインバランスなど全ての面においてニスモの狙った性能を最大限発揮することが可能となります。エアロ

パッケージの仕様により FRP仕様とウェットカーボン仕様の 2種類をご用意しました。 

 

パフォーマンスパッケージ内容： 

  ① エアロパッケージ  

  ② スポーツサスペンションキット （単品販売可）  

  ③ スポーツリセッティング （単品販売可） 

 

 適合車種：  日産リーフ（ZE0） G、X 

 価格：  FRP仕様  785,400円（税込み） （※リヤアドオンスポイラーはウェットカーボン製） 

   ウェットカーボン仕様 995,400円（税込み）  

 

■ スポーツサスペンションキット  

-30mmのローダウンでスタイリングと操縦安定性を向上させたスポーツサスペンシ

ョンキットです。 

精悍なローフォルムを実現すると同時にバネレート／減衰力を最適化することによ

り、スポーティできびきびとしたハンドリングとしなやかな乗り心地を両立しました。

ステアリング操作に対する素直な応答性とヨーとロールのバランスに優れた安定感

のあるコーナリング特性が、ひとクラス上の上質なクルマへ進化させます。 

 

仕様： 伸/圧N(Kgf)   フロント 1180/570(120/58) 

    リヤ640/550（65/56） （減衰力03.ｍ/s時） 

スプリングバネ定数 フロント 36 N/mm／リヤ 66 N/mm 

  車高変化代 フロント約 -30mm／リヤ 約 -30mm 

 適合車種： 日産リーフ（ZE0）全車 

 価格： 105,000円（税込み） 

 

 

 

サイドスカート フロントバンパー リヤバンパー 

スポーツリセッティング リヤアドオンスポイラー アルミロードホイール LMX6 サスペンションキット 
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■ スポーツリセッティング 

本商品は、NISSAN LEAF NISMO RC開発からのフィードバックを取り入れた電

気自動車向け初のVCM（ビークルコントロールモジュール）チューニングです。革

新的技術で開発された電気自動車「日産リーフ」の最大の特徴である高効率モー

ター、インバーター、大容量リチウムイオンバッテリーをコントロールするVCMの

チューニングで、よりスポーツドライビングを楽しむ事が出来るよう、加速感向上

を目的とした駆動力MAPの特性変更を行いました。また、航続可能距離をさらに

引き伸ばす事を目的とした特性変更をECOモードに実施しました。 

 

キット内容：  専用VCM 

適合車種：   日産リーフ（ZE0）全車 

 （'12/11～ASCD（オートスピードコントロール装置）無車を除く） 

価格：   136,500円（税込み）  

 

■ NISMOパーツ 

・ カーボンピラーガーニッシュ 

サイドスタイルをスポーティに飾るドライカーボン製のピラーガーニッシュは、両面

テープで貼り付けるだけの簡単設計です。センターピラーを手軽にスポーティに

演出します。 

材質/仕様： ドライカーボンシート 

ＵＶカットクリアコート仕上げ 

NISMOロゴ入り 

適合車種：  日産リーフ（ZE0）全車 

 価格：  31,290円（税込み） 左右4枚セット（片側2枚） 

 

 

・ カーボンドアミラーカバー 

ドライカーボン素材を使用したカーボンドアミラーカバーで、ニスモがレースで培っ

た空力テクノロジーをフィードバックし、空気抵抗を抑えるデザインとなっています。

表面にはUVカットクリアコート仕上げを施しました。 

 

材質：  ドライカーボン製 

ＵＶカットクリアコート仕上げ 

 適合車種：  日産リーフ（ZE0）全車 

 価格：  29,400円（税込み） 左右2枚セット 

 

・ マルチファンクションブルーミラー 

ミラーをスポーティに飾る多層コーティングのブルー色鏡面は、夜間の防眩効果と

共に、親水コートにより雨天時の視界を確保しドライビングをサポートします。本商

品は親水コーティングにより鏡面に付着した水滴を膜状に拡散し、雨の日のクリア

な視界を確保します。また、ブルー色鏡面が昼間の太陽光や夜間の後続車のヘッ

ドライトの眩しさを軽減する防眩効果があり、鏡面の曲率を変更することでノーマ

ルミラーよりもワイドな後方視界を確保しています。さらにノーマルミラーに両面テ

ープで貼り付けるだけの、簡単な取り付けです。 

 

仕様：  NISMOロゴ入り（レーザー刻印）、 

保安基準適合品（後方視認性） 

 適合車種 ： 日産リーフ（ZE0）全車 

 価格：  19,950円（税込み） 左右2枚セット 
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・ フロアマット 

精悍なブラックスレッドをプレーンカットで仕立てた生地に、アルミ製「NISMO」ロゴ

プレートを配したスポーティ感と高級感あふれるフロアマットです。固定用フック穴

を純正と同位置にすることでマットをしっかりと固定します。また裏面には特殊なス

パイクピンを採用し、激しいスポーツ走行時のズレを最小限に抑えるよう工夫がな

されています。他にもかかとのサポート性やグリップ性、マットのフィッティング性

やホールド性などスポーツ走行を考慮した設計を採用しています。 

プラットフォームに見合ったカッティングを施しているため、純正なみにジャストフィ

ットします。フック穴の位置・形状も純正品と同様のため装着も簡単です。なお、マ

ットの縁取りには長期間使用しても「反り」の起きにくいオーバーロック仕上げを採

用しています。 

 

仕様：  黒、青ステッチ 

裏面樹脂スパイクピン 

アルミ製「NISMO」ロゴプレート付（フロント左右） 

適合車種：  日産リーフ（ZE0）全車 

 価格：  27,825円（税込み） 5マット仕様 

 

 

 

 

本商品に関する詳細や適合、ご注意についてはこちらをご覧ください。 

NISMOエアロパッケージ http://www.nismo.co.jp/omori_factory/fl_parts/index.html 

NISMOパフォーマンスパッケージ http://www.nismo.co.jp/omori_factory/factory_line/nismo_pp/index.html 

スポーツリセッティング http://www.nismo.co.jp/omori_factory/original_menu/engine_m/sr/index.html 

上記以外 http://www.nismo.co.jp/products/NEW_PARTS/index.html 
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