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NISMO NEWS FLASH! #21014 210817 

 

 

 

ノート オーラ、ノート用 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：片桐隆夫、以下ニスモ）は、ノート オーラ

（E13）およびノート(E13)用のNISMOパーツを10月中旬より発売いたします。(受注開始：9月中旬) 
*(マルチファンクションブルーミラーおよびドアインナーガーニッシュは本日より発売) 

 

◼ 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、太陽光や夜間の後続車のヘッドライトのまぶしさを軽減し、さら

に親水コーティングを施すことで鏡面に付着した水滴を膜状に拡散し、雨天時のクリアな視界を確保します。また鏡面の曲率を

変更して後方視界をノーマルミラーよりもワイド化しました。両面テープで貼り付ける仕様のため、装着も簡単です。 

 

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） 

   左右2枚セット 

 

適合車種：  ノート オーラ（E13）、ノート（E13）全車 

   ※ BSW（後側方車両検知警報）付車も装着可 

 

メーカー希望小売価格： 23,100円 （税抜き： 21,000円） 

 

本商品に関する詳細やご注意についてはこちら(https://www.nismo.co.jp/products/nismo_parts/NEW_PARTS/index_2021.html#a5)を

ご参照ください。 

 

◼ ブラッククロームメッキナンバープレートリム 

高級感のあるブラッククロームメッキのフレームにNISMOエンブレムを配しました。従来品に対し、NISMOロゴをリニューアル

しています。 

 

材質：   ABS（エンブレム部ビトロ仕上げ） 

 

仕様：   NISMOエンブレム付 

 

適合車種：  ノート オーラ（E13）、ノート（E13）全車 

 

メーカー希望小売価格： 5,720円 （税抜き： 5,200円） 

 

本商品に関する詳細やご注意についてはこちら(https://www.nismo.co.jp/products/nismo_parts/NEW_PARTS/index_2021.html#a6)を

ご参照ください。 
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◼ プラスチックバイザー 

小雨時にもウィンドウガラスを少し開けて車内の換気が出来るなど、実用性の高い

アイテムのプラスチックバイザー。さりげなく配したNISMOエンブレムがクールな

印象を演出します。 

 

材質：   本体： アクリル 

   NISMOエンブレム： 塩化ビニル樹脂 

     （ハイボスカル） 

 

仕様：   フロントドア及びリヤドア用の1台分セット 

   NISMOエンブレム付き （フロントドア用のみ） 

 

適合車種：  ノート オーラ（E13）、ノート（E13）全車 

 

メーカー希望小売価格： 22,000円 （税抜き： 20,000円） 

 

本商品に関する詳細やご注意についてはこちら

(https://www.nismo.co.jp/products/nismo_parts/NEW_PARTS/index_2021.html#a7)をご参照ください。 

 

◼ ピラーガーニッシュ 

上品な仕上がりのカーボン調ピラーガーニッシュです。フロント部に配したNISMO

ロゴがアクセントになり、サイドビューを精悍な印象に引き締めます。プラスチック

バイザー装着車にも取り付け可能です。 

 

材質：   アクリル＋ポリカーボネイト 

 

仕様：   カーボン柄＆NISMOロゴ ： シルクプリント 

   NISMOロゴ入り（フロントドア用のみ） 

   センター&リヤピラー用 

   左右6枚セット 

 

適合車種：  ノート オーラ（E13）、ノート（E13）全車 

 

メーカー希望小売価格： 37,950円 （税抜き： 34,500円） 

 

本商品に関する詳細やご注意についてはこちら

(https://www.nismo.co.jp/products/nismo_parts/NEW_PARTS/index_2021.html#a3) 

をご参照ください。 

 

◼ ドアハンドルプロテクター 

ドア開閉時のひっかき傷を防止できるだけでなく、ドアハンドル回りをスポーティにドレスアップできるアイテムです。機能とデザ

インを両立させるため、形状は車種専用設計としました。両面テープで貼り付ける仕様のため取付けも簡単です。 

 

材質 / 仕様：  塩化ビニル樹脂（ハイボスカル） 

   NISMOロゴ入り 

   2枚セット（ドア2枚分） 

 

適合車種：  ノート オーラ（E13）、ノート（E13）全車 

 

メーカー希望小売価格： 4,400円 （税抜き： 4,000円） 

 

E13 NISMO 装着例 

 

E13 NISMO 

プラスチックバイザー装着車装着例 

E13 NISMO 装着例 

 

E13 NISMO 装着例 
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本商品に関する詳細やご注意についてはこちら(https://www.nismo.co.jp/products/nismo_parts/NEW_PARTS/index_2021.html#a14)を

ご参照ください。 

 

◼ インテリアパネル（シフトノブベースフィニッシャー/ウィンドウスイッチフィニッシャー） 

シックでスポーティな印象のレッドがアクセントとなり、魅力的なインテリアを演出しま

す。シフトノブベースフィニッシャーとウィンドウスイッチフィニッシャーをセットで装着

することで、より統一感のあるトータルコーディネートとなります。 

 

材質：   アクリル 

 

仕様：   ウィンドウスイッチフィニッシャー：  

フロントドア及びリヤドア用の4枚セット 

 

適合車種：  ノート オーラ（E13）、ノート（E13）全車 

 

メーカー希望小売価格： シフトノブベースフィニッシャー：18,700円  

（税抜き： 17,000円） 

 

   ウィンドウスイッチフィニッシャー：40,700円  

（税抜き： 37,000円） 

                   

 

本商品に関する詳細やご注意についてはこちら 

(https://www.nismo.co.jp/products/nismo_parts/NEW_PARTS/index_2021.html#a15)をご参照ください。 

 

◼ センターコンソールマットセット 

センターコンソール上下段用のマットセットです。シックでスポーティな印象のレッ

ドがアクセントになり、魅力的なインテリアを演出します。リブの付いたやわらかな

エラストマ製のため、スマートフォンなどの小物を置いた時に滑りにくく、傷つきも

防止できます。取り外しも簡単で掃除もしやすく、実用性を兼ね備えています。 

 

材質 / 仕様：  TPO（エラストマ） 

   センターコンソールマット2枚セット（上下段用） 

 

適合車種：  ノート オーラ（E13）NissanConnectナビゲーションシステム無車 

   ノート（E13）NissanConnectナビゲーションシステム無車 
   ※ 純正オプション部品のセンターコンソールイルミネーション（上段用）と同時装着が可能。 

 

メーカー希望小売価格： 11,000円 （税抜き： 10,000円） 

 

 

本商品に関する詳細やご注意についてはこちら

(https://www.nismo.co.jp/products/nismo_parts/NEW_PARTS/index_2021.html#a16) 

をご参照ください。 

 

◼ キッキングプレート 

乗降時の傷つきを防止するとともに、ドアの開閉に合わせてフロントドアの足元に「NISMO」ロゴがスタイリッシュに浮び上がり、

乗降時の気分を盛り上げます。 

 

E13 NISMO 装着例 

 

ウィンドウスイッチフィニッシャー 

E13 NISMO 装着例   

シフトノブベースフィニッシャー  

E13 NISMO 装着例 

フロント 

リヤ 
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材質 / 仕様：  樹脂プレート 

   NISMOロゴ発光部 - LED（白）（フロント部のみ） 

   フロント&リヤ左右4枚セット 

 

適合車種：  ノート オーラ（E13）、ノート（E13）全車 

 

メーカー希望小売価格： 40,700円 （税抜き： 37,000円） 

 

 

本商品に関する詳細やご注意についてはこちら

(https://www.nismo.co.jp/products/nismo_parts/NEW_PARTS/index_2021.html#a17) 

をご参照ください。 

 

 

 

◼ ドアインナーガーニッシュ* 

ドアインナー部をスポーティにドレスアップするアイテムです。車種専用設計に加え、両面テープで貼り付ける仕様のため取り

付けも簡単です。 

 

材質：   塩化ビニル樹脂（ハイボスカル） 

 

適合車種：  ノート オーラ（E13）、ノート（E13）全車 

 

メーカー希望小売価格： 24,200円 （税抜き： 22,000円） 

 

本商品に関する詳細やご注意についてはこちら

(https://www.nismo.co.jp/products/nismo_parts/NEW_PARTS/index_2021.html#a18) 

をご参照ください。 

 

◼ フロアマット 

リニューアルした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。固定用フック穴の位置・形状も純正品と同様のため、しっかり固定さ

れ、装着も簡単です。また、走行時のズレを最小限に抑えるよう、マット裏面にフェ

ルト素材を採用し、マットのズレを最小限に抑えます。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。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：   カラー： 黒、赤ステッチ 

   NISMOロゴプレート付き(フロント左右) 

   裏面： フェルト 

国内保安基準適合品 

   5マット仕様 

 

適合車種：  ノート オーラ（E13）、ノート（E13）全車 

 

メーカー希望小売価格： 30,800円 （税抜き： 28,000円） 

 

本商品に関する詳細やご注意についてはこちら(https://www.nismo.co.jp/products/nismo_parts/NEW_PARTS/index_2021.html#a19)を

ご参照ください。 

 

E13 NISMO 装着例（リヤ） 

 

E13 NISMO 装着例（フロント） 

 

NISMOロゴプレート 

運転席 
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◼ ラゲッジマット 

NISMOフロアマットシリーズと同じブラックスレッドをプレーンカットで仕立てた生地

を採用したラゲッジマットです。フロアマットと揃えて装着することで、さらに一体感

のあるスポーティな印象を演出します。また、荷物を搭載することを考慮し、NISMO

ロゴは刺繍ワッペンを採用しました。 

 

仕様：   カラー： 黒、赤ステッチ 

   NISMOワッペン付き 

   裏面： フェルト 

 

適合車種：  ノート オーラ（E13）、ノート（E13）全車 

 

メーカー希望小売価格： 18,700円 （税抜き： 17,000円 

 

本商品に関する詳細やご注意についてはこちら

(https://www.nismo.co.jp/products/nismo_parts/NEW_PARTS/index_2021.html#a20) 

をご参照ください。 

 

◼ サンシェード 

車種専用設計のサンシェードです。フレーム部にワイヤーが入っておりフロントウィンドウにジャストフィットするため、フロント

ウィンドウシールドをしっかりとカバーし、駐車時の日差しを遮り車室内の温度上昇を和らげます。コンパクトに折りたためます

ので、使用しないときはシートポケット等に収納可能です。 

 

材質：   本体： ナイロン 

   ワイヤー： スチール 

 

仕様：   NISMOロゴプリント 

   収納ケース付 

 

適合車種：  ノート オーラ（E13）、ノート（E13）全車 

 

メーカー希望小売価格： 11,000円 （税抜き： 10,000円） 

 

本商品に関する詳細やご注意についてはこちら(https://www.nismo.co.jp/products/nismo_parts/NEW_PARTS/index_2021.html#a21)を

ご参照ください。 

 

以 上 

E13 NISMO装着例 

NISMOワッペン 
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