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はじめに

ごあいさつ

このたびはプジョー1007をお買い上げ
いただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、プジョー1007の取
り扱いについて記載してあります。
ご使用になる前に本書をよくお読みにな
り、ご理解を深めるようお願い申し上げ
ます。
本書は車内に保管し、いつでも読み返す
ことができるようにしてください。
車両に添え付けられているメンテナンス
ノート（整備手帳）は、携行が義務付け
られています。この取扱説明書とともに
常時携行していただくようお願い申し上
げます。
お車を譲渡される場合は、本書をお車
につけておいてください。

おことわり

・本書は、欧州で発売されている車両を
もとに作成しております。
 また、車両の改良のために予告なく仕
様が変更されることがあります。
 したがって、本書に掲載されている写
真、イラスト、仕様などの記載内容が
実際の車両と異なることがありますの
で、あらかじめご了承ください。
・本書は、紙面の都合上、右ハンドル車
を例にとって説明しています。左ハン
ドル車では、イラストや写真が実際の
車両と異なることがあります。
・本書は、1007シリーズで採用してい
る装備の使用方法を解説するもので、
個々の装備の装着の有無を保証するも
のではありません。
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重要安全情報

この取扱説明書には、車両を安全に取り扱うために必要な情
報が記載されています。
また、車両を取り扱う上での危険性や注意点などについても説
明されており、それに伴う事故を避けるためのアドバイスも含
まれています。これらの警告や注意を守らない場合には、死亡
を含む人的な傷害や車両の破損などにつながる可能性があり
ます。
危険に関する警告や注意は、次の3種類に分けて車体各部に貼
り付けた警告ラベル及び本書の中に表示されています。

指示に従わなかった場合、乗員や第三者が死亡または重度
の傷害を負うおそれがあることを示しています。

指示に従わなかった場合、乗員や第三者が傷害を負ったり車
両を破損させるおそれがあることを示しています。

取り扱い上で、重要な点や注意点、アドバイスなどを示して
います。

車をご使用いただく前に

●消耗品、アクセサリーについて
プジョー1007に使用する消耗品やアクセサリー類は、プジョー
の純正部品をご使用ください。市販されている汎用の消耗品
やアクセサリー類のなかには、車両の機器に適合しなかったり
正常な作動を妨げる可能性がある製品が含まれていることが
あります。プジョー車本来の安全性や耐久性を損わないために
も、純正の部品やアクセサリー類のご使用をお勧めします。

●改造について
プジョー1007の非合法な改造は、法に触れるだけでなく車両
の安全性や耐久性を著しく損なうおそれがあります。また、車
両の保証修理が受けられなくなることがありますので、むやみ
な改造を行わないでください。本書に記載のない整備や修理
については、プジョーディーラーにご用命ください。
この車両の電気配線には、多重通信システムの制御信号が流れ
ています。プジョー純正以外のナビゲーションシステムやラジオ
などのアクセサリー類の取り付けのために車両の配線に加工や
接続をすると、エンジンやブレーキの制御に障害を与え、その
結果、機器の故障や事故にいたるおそれがあります。これらの
取り付けにあたっては、プジョーディーラーにご相談ください。
また、プジョーが供給していないアクセサリー類の取り付けや、
あるいはプジョーの指示に従わない装着方法によって発生し
た、車両または機器の不具合もしくは事故等に関わる損害の
補償をいたしません。
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環境・リサイクルへの取り組み

●自動車リサイクル法
自動車リサイクル法は、使用済自動車（廃車）を適正に処理して、
資源の再利用を促進することでゴミを減らすことを目的に作ら
れた法律です。
具体的には、廃車することで発生する再利用できないシュレッ
ダーダストの削減、環境に有害な物質（フロン等）の適正処理
などを行い、環境保護に役立てるものです。そのため、車の所
有者、自動車会社（輸入事業者を含む）、自動車関連事業者そ
れぞれに役割が定められています。

●リサイクルへの取り組み
プジョーでは、自動車リサイクル法が制定される以前から環境
保護を行うためのリサイクルに関して対応してきております。
プジョー1007は、リサイクル可能な素材を車体の多くの部分
や部品に採用しています。
車両の総重量のうち、90%は何らかの形でリサイクルするこ
とが可能です。
全てのプラスチック部品には、素材を表す記号がつけられてお
り、簡単に取りはずしや分解ができるように考慮されています。
そのほとんどは熱可塑型を使用していますので、熔解したり粉
砕して別の自動車部品として再利用することができます。
金属部品も同様に、100%の再利用が可能です。この中には
アルミニウムを始め、プラチナやロジウムといった貴重な金属
も含まれます。
アスベストやカドミウムなどの有害物質は、設計の段階から使
用しておりません。

●環境への配慮
プジョーディーラーでの定期点検整備をきちんと行うことは、
環境保護と公害発散の防止につながります。
プジョーディーラーでは、交換済みのオイルや油脂類、損耗部
品などを正しく処理することによって環境保護のために貢献し
ています。
特にエアコンに使用されている冷媒ガス（フロン：HFC134a）
は、地球温暖化につながるため大気に放出してはなりません。
回収や破壊などの適正な処置をとるためにも、車を廃車にする
ときはプジョーディーラーにご相談ください。
環境保護は、たとえキーレスエントリーのリモコンの電池1個
であっても、お客様のご協力によって実践することができます。
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1007操作・使用方法早わかり

①：ホーン、運転席エアバッグ
②：ステアリングコラムエアバッグ
③：ステアリングロック、イグニッション
キー

④：電動ドアミラースイッチ
⑤：ワイパーコントロールレバー、トリッ
プコンピューター、オーディオリモ
コン

⑥：メーターパネル
⑦：クルーズコントロール*
⑧：シフトレバー*
⑨：パワーウィンドウ（運転席側）
⑩：ダッシュボード吹き出し口（運転席
足元側）

⑪：小物入れ、助手席エアバッグキャン
セルスイッチ*

⑫：電動スライドドアスイッチ（左右両
側）

⑬：サイドウィンドウ吹き出し口

*仕様により異なります。

本書のイラストは日本仕様ではないた
め、実車と異なることがあります。



5

1007操作・使用方法早わかり

①：パワーウィンドウ（助手席側）
②：チルトステアリングレバー
③：ヘッドランプ照射角度調整
④：ライトコントロールスイッチ
⑤：ダッシュボード中央吹き出し口
⑥：フロントウィンドウ吹き出し口
⑦：小物用トレイ
⑧：助手席エアバッグ*
⑨：ダッシュボード左側吹き出し口
⑩：電動スライドドアスイッチ（助手席
側）

⑪：グローブボックス、CDチェンジャー*、
ヒューズボックス

⑫：ダッシュボード足下吹き出し口（助
手席足元側）

⑬：ボンネット解除レバー

*仕様により異なります。

本書のイラストは日本仕様ではないた
め、実車と異なることがあります。
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1007操作・使用方法早わかり

①：コイン入れ
②：アラームスイッチ*、ハザードランプ
スイッチ*

③：パドル
④：ハザードランプスイッチ
⑤：マルチファンクションディスプレイ
⑥：温度センサー*
⑦：カーステレオ*
⑧：空調コントロールパネル*
⑨：バックソナー解除スイッチ*、集中ド
アロックボタン、ESP OFFスイッチ*

⑩：小物入れ、カップホルダー
⑪：シフトレバー、「AUTO」ボタン
⑫：シガーライター
⑬：カップホルダー、小物入れ、灰皿
⑭：パーキングブレーキレバー
⑮：携帯電話トレイ
⑯：小物入れ

*仕様により異なります。

本書のイラストは日本仕様ではないた
め、実車と異なることがあります。
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●キー、リモコン（→P. 2-2）

イグニッションキーの位置
①：停止
②：アクセサリー（1ノッチ目）
③：イグニッションオン（2ノッチ目）
④：始動（スターター）

リモコン
ボタンA：折りたたまれた鍵が出ます。
ボタンB：電動スライドドア、テールゲー

トを施錠します。
ボタンC：電動スライドドア、テールゲー

トを解錠します。
ボタンD：助手席側電動スライドドアが

開閉します。
ボタンE：運転席側電動スライドドアが

開閉します。

●電動スライドドア（→P. 2-8）

室内からの操作
ボタンF：運転席側ドアスイッチ
ボタンG：助手席側ドアスイッチ

開：スイッチを引きます。
閉：スイッチを押します。
途中停止：開閉中に開閉を停止したい方

の電動スライドドアスイッチ
を押します。

走行中（時速5km以上）、電動スライ
ドドアは開閉しません。

室外からの電動スライドドア操作

H：ロックが解除されているときにドア
ハンドルを車の後方に向かって引くと、
自動的にドアが開きます。

I：ドアハンドルを強く車の前方に向かっ
て押すと、自動的にドアが閉まります。

ドアが開きだしたらハンドルから手を
離してください。力を加えると開閉動
作が停止します。
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1007操作・使用方法早わかり

●電動ドアミラー（→P. 5-23）

ドアミラーの調整
1．スイッチBを調整するドアミラー側
（①：運転席側、③：助手席側）に回
します。

2．スイッチBを動かしてミラーを調整し
ます。

3．調整後は、スイッチBを②（センター）
にします。

ドアミラーの格納
スイッチBを④の位置に回します。

●チルトステアリング（→P. 3-6）

1．ロックレバーCを②の方向（手前）に
引くと、チルトステアリングのロック
が解除されます。

2．チルトステアリングホイールの高さや
奥行きを調節します。

3．調節後は、ロックレバーCを①の方
向へ押し下げてください。

チルトステアリングの調節は、必ず停
車中に行ってください。

●パワーウィンドウ（→P. 2-13）

①：運転席側ウィンドウ開閉スイッチ
②：助手席側ウィンドウ開閉スイッチ

マニュアルウィンドウ開閉
スイッチAを軽く押したり引いている間
だけウィンドウが開閉します。スイッチ
から手を離すと同時にウィンドウも停止
します。

オート開閉
スイッチAを1回一杯に押すか引くと、
ウィンドウは自動的に全開閉します。途
中で止めるときは、スイッチAを再度押
します。
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1007操作・使用方法早わかり

●フロントシート（→P. 5-14）

1．シートの前後調整 2．シートの高さ調整 3．ヘッドレストの高さと角度調整
（→P. 1-2）

5．リアシートへの乗り降り 6．シートアンダートレイ
（→P. 5-15）

4．背もたれの角度調整
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●2トロニック・トランスミッション
　（→P. 3-2）

オートモードかシーケンシャルモードを
選択できます。

①：シフトレバー
②：オート／シーケンシャル切り換えボタン
③：シフトダウンパドル
④：シフトアップパドル

メーターパネル表示
選択したギアは、メーターパネルに表示
されます。

N：ニュートラル
R：リバース
1～5：選択したギア
AUTO：オートモード
：オートスノーモード

発進
1．ブレーキペダルをしっかりと踏んだ
まま、エンジンを始動します。

 このとき、自動的にオートモードに
なります。

2．シフトレバーを「1」（後退する場合は
「R」）に入れてパーキングブレーキ
を解除します。

3．ブレーキペダルを離し、アクセルペ
ダルを踏むと発進します。

通常の走行
エンジン始動時はオートモード（自動変
速）になっていますが、「AUTO」ボタン
②でシーケンシャルモード（手動変速）
に切り換えられます。

シーケンシャルモードにするには、次の
ようにします。
1．ボタン②（ AUTO）を押します。
1．パドル④を引く、またはシフトレバー
①を前方へ押すとシフトアップしま
す。

3．パドル③を引く、またはシフトレバー
①を手前へ引くとシフトダウンしま
す。

オートモードへは、ボタン②を押すと戻
ります。

滑りやすい路面の走行
グリップの悪い滑りやすい路面を走行す
ると、自動的にスノーモードになります。
このとき、メーターパネルには「 」の
マークが表示されます。
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1007操作・使用方法早わかり

●クルーズコントロール*
　（→P. 3-9）

①：メインスイッチ
②：走行速度の設定／速度の増加
③：走行速度の設定／速度の減少
④：設定した速度の呼び出し／キャンセ
ル

速度の設定は、時速40Km（ギアは「2」）
以上の走行中に行います。

*仕様により異なります。

●バックソナー(→P. 3-10)*

A：シフトレバーをリバースへ
（機能します）

B：障害物の検知
C：強制解除スイッチ

シフトレバーをリバースにするとバック
ソナーがはたらき、警告音で後方の状況
を知らせます。

●エコノミーモード
エンジンが停止してからもイグニッショ
ンのアクセサリー位置で、スライドドア、
フロントワイパー、パワーウィンドウ、
ルームランプ、オーディオ機器などへの
電源供給を30分だけ行います。電源が
切れるときは、マルチファンクションディ
スプレイにメッセージが表示されて待機
状態になります。
引き続き使用するときは、エンジンを始
動して数秒間回転させます。
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1007操作・使用方法早わかり

●ライトスイッチ（→P. 4-8）

ライトの点灯状態は、メーターパネル内
に表示されます。

ライトスイッチ（リングＡ）

すべてのライトが消灯し
ます。

ポジョンランプおよび
テールランプが点灯しま
す。

ヘッドランプのロービー
ムが点灯します。

ヘッドランプをハイビームに切り換える
ときには、スイッチレバーを手前に引き
ます。

オートライトをオン・オフ
します。

リアフォグランプ（リングＢ）

前方へ回すと点灯し、手
前に回すと消灯します。
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1007操作・使用方法早わかり

フロント／リアフォグランプ（リングC）*

リングCを前方へ回すと点灯し、手前に
回すと消灯します。

フロントフォグランプ点
灯／消灯（1度回す）

フロントとリアフォグラ
ンプの点灯／消灯（2度
同じ方向へ回す）

*仕様により異なります。

●フロントワイパー（→P. 4-10）

2　高速作動
1　通常作動
AUTO*　AUTO（自動作動）
0　停止
↓　1回作動（下側に押す）
A　ウォッシャー（手前に引く）

*仕様により、「AUTO」は「 l（間欠作動）」
になります。

●リアワイパー（→P. 4-11）

停止

間欠作動

ウォッシャー
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1007操作・使用方法早わかり

●空調装置（→P. 5-6）

オートエアコン*
①：温度調整ボタン

②：オートモードボタン

③：視界確保モードボタン

④：エアコン　オン／オフ
スイッチ

⑤：送風切り換えボタン

⑥：風量調整ボタン

⑦：内／外気切り換えボタン

⑧：リアウィンドウとドアミ
ラー熱線スイッチ

*仕様により異なります。
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1007操作・使用方法早わかり

マニュアルエアコン*
①：温度調整ダイヤル

②：風量調整ダイヤル

③：室内送風切り換えダイヤル

④：内／外気切り換えレバー
または内／外気切り換え
ボタン

⑤：リアウィンドウとドアミ
ラー熱線スイッチ

⑥：エアコン　オン／オフ
スイッチ

*仕様により異なります。
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1007操作・使用方法早わかり

●ボンネット(→P. 2-16)

1．助手席側のダッシュボード下にある
レバーAを手前に引き、ロックを解
除します。

2．ボンネット下のロックレバーBを押し
上げてから持ち上げます。

3．支柱Cで支えます。

●フュエルリッド（給油口）
（→P. 2-18）

1．給油口のリッドを開きます。
2．はずしたキャップをリッドの内側に
かけておきます。

給油は、必ずエンジンを停止して行っ
てください。
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あなたの安全のために

重大な事故や車両火災に及ぶおそれのある内容と回避
方法、一般的な注意事項などについて記載してあります。
重要な内容ですので、必ずお読みください。

　点検整備のお願い

点検整備を必ず実施してください

・車を安全に使用していただくため、お客様の責任において日常
点検と法定定期点検の実施が法律で義務づけられています。
 点検内容については、別冊の「メンテナンスノート」をお読みく
ださい。
・日常点検を行い異常があるときは、プジョーディーラーで点検
を受けてください。

　走行する前の注意

燃えやすいものは積まないでください

・燃料が入った容器や可燃性のガスが入ったスプレー缶などは積
まないでください。炎天下の駐車で室内が高温になったときや
万一のとき、引火や爆発するおそれがあります。

i
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運転席足元・運転席下にはものを置かないでください

・空き缶などを置くと、ブレーキペダルやアクセルペダルにはさ
まり、走行中にペダル操作ができなくなるおそれがあります。
思わぬ事故につながりますので、絶対に行わないでください。

荷物は確実に固定してください

・助手席や後席に荷物を積むと、急ブレーキのときなど荷物が放
り出されて乗員に当たり、思わぬケガをするおそれがあります。
荷物はできるだけラゲッジルームに積み、アクセサリー品（オ
プション）のネットやベルトを使用して固定してください。
・荷物の積み重ねによる後方視界の妨げがないようにしてくださ
い。

ダッシュボードなどにものを取り付けたり、置かないでください

・ダッシュボードなどにものを置いたまま走行すると、視界の妨
げや安全運転の妨げになり、思わぬ事故につながるおそれがあ
ります。
・また、アクセサリー品を取り付けたり、シールを貼り付けると、
エアバッグ作動の妨げやエアバッグ作動時にアクセサリー品が
飛ばされて、思わぬケガや事故につながるおそれがあります。

ii
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　燃料補給時の注意

指定以外の燃料を使用しないでください

・燃料は無鉛プレミアム（無鉛ハイオク）ガソリンを給油してくだ
さい。
・有鉛ガソリンや粗悪なガソリン、指定以外の燃料（軽油、高濃
度アルコール含有燃料など）を給油すると、エンジンなどに悪
影響を与えますので使用しないでください。

燃料補給時には次のことをお守りください

セルフ式のガソリンスタンドで給油するときは、十分に注意して
給油してください。

1．エンジンは必ず止めて、ドアやウィンドウを閉めます。
 タバコなどの火気は近付けないでください。
2．フュエルリッド、フュエルキャップを開けるなどの給油作業
を行う前に、車体や給油機などの金属部分に触れて身体の静
電気を除去してください。

 身体に静電気が帯電していると、放電による火花で燃料に引
火し、やけどをするおそれがあります。また給油口には、身
体の静電気を除去した方以外の人を近付けないでください。

3．フュエルキャップは、何度かに分けて開き、燃料タンク内の
圧力を少しずつ下げてからはずします。

 フュエルキャップが「シュー」と音を出すときは、その状態で
鳴り止むのを待ってから開けます。いっきに開けると、燃料
が給油口から吹き返して、傷害を受けたり火災になるおそれ
があります。

4．給油作業中は、車内に戻ったり、帯電している人やものに触
れないでください。再び帯電するおそれがあります。

5．燃料を車体にこぼさないように注意してください。塗装面を
傷めるおそれがあります。

6．給油時に気化した燃料を吸いこまないように注意してくださ
い。燃料の成分には、有害物質を含んでいるものがあります。

7．給油後は、フュエルキャップが確実に閉まっていることを確
認してください。

8．その他、ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を守っ
てください。

　走行するときの注意

走行中はエンジンを止めたり、キーを抜いたりしないでくだ
さい

・走行中にエンジンを止めると、ブレーキ倍力装置が働きません。
そのためにブレーキの効きが悪くなり、思わぬ事故につながる
おそれがあります。
・走行中にキーを抜くと、ハンドルがロックされてハンドル操作
ができなくなります。非常に危険なので、絶対に行わないでく
ださい。

iii
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長い下り坂ではエンジンブレーキ*を併用してください

・ブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキが過熱して効きが悪
くなるおそれがあります。坂の勾配に応じて、手動でシフトダ
ウンをして、エンジンブレーキを積極的に活用してください。

* エンジンブレーキ

走行中にアクセルペダルから足を離したときにかかるブレーキ

ブレーキペダルに足を乗せたまま走行したり、パーキングブ
レーキをかけたまま走行しないでください

・ブレーキパッドが早く磨耗したり、ブレーキが過熱して効きが
悪くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

運転中にハンズフリー以外の自動車電話や携帯電話を使用
しないでください

・ハンズフリー以外の自動車電話や携帯電話を、運転中に操作
することは法律で禁止されています。
・ハンズフリーであっても注意力が散漫になり、事故の原因につ
ながるおそれがありますので、車を安全な場所に停車して使用
することをお勧めします。また、地域によっては条例で禁止さ
れていますのでご注意ください。

カーナビゲーションシステム等の操作は停車時に行ってください

・運転中にカーナビゲーションシステム等を操作しないでくださ
い。操作は安全な場所に停車して行ってください。

iv
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雨天の走行は次のことに注意してください

・濡れた路面では、タイヤのグリップが低下して滑りやすくなり
ます。通常より注意して安全運転に心がけ、急加速、急ブレーキ、
急激なエンジンブレーキ、急ハンドルを避けてください。
・わだちなどにできた水たまりに高速で進入すると、ハイドロプ
レーニング現象*を起こしてハンドル操作やブレーキが効かなく
なります。特に磨耗したタイヤは、ハイドロプレーニング現象
が起きやすいので注意してください。

* ハイドロプレーニング現象

水たまりを高速で走行しているときに、タイヤと路面の間に水の膜

ができ、タイヤが浮いた状態になり、車両がコントロールできなくな

る現象。

・水たまり走行後や洗車後は、ブレーキペダルを軽く踏んでブ
レーキの効き具合を確認してください。ブレーキの効きが悪い
ときは、周囲の車に十分注意しながら低速で走行し、ブレーキ
の効きが回復するまで繰り返しブレーキペダルを軽く踏んでく
ださい。

冠水した道路の走行は避けてください

・冠水した道路を走行すると、エンストするだけでなく、水を吸
い込んでのエンジン破損などの車両故障につながるおそれがあ
ります。

霧で見えにくいときはフォグランプを併用してください

・霧で視界が悪いときは、昼間でもヘッドライト（下向き）とフォ
グランプを点灯して、周囲の車両や歩行者に車の存在を知らせ
てください。走行は、センターライン、ガードレール、前の車
のテールランプを目安にして十分な車間距離をとってください。
・オートライトシステム装着車は、周囲が明るい昼間はヘッドライ
トが点灯しません。手動で点灯してください。

v
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雪が降っているときの滑りやすい路面に注意してください

・雪道や路面が凍結しているときは、非常に滑りやすくなり思わ
ぬ事故につながるおそれがあります。冬用タイヤまたはタイヤ
チェーン／ネットを使用していても急加速、急ブレーキ、急激な
エンジンブレーキ、急ハンドルを避け、十分な車間距離をとり
低速で走行してください。

横風が強いときに走行が乱れないように注意してください

・横風を受け、車が横に流されるようなときは、ハンドルをしっ
かり握り、速度を徐々に下げてください。
・特にトンネルの出口、橋や土手の上、大型車の追い越しや追い
越されたときなどには、横風の影響を受けやすいので注意して
ください。

高速道路に入る前には燃料などの確認をしてください

・燃料は十分に給油してあるかを確認してください。
・タイヤの空気圧を確認してください。空気圧不足で高速走行す
ると、タイヤがバースト（破裂）するおそれがあります。
・万一のために、停止表示板（停止表示灯）を車に用意しておいて
ください。（法律で義務づけられています。）

段差ではフロントスポイラーのこすれに注意してください

・段差のある場所は、速度を落としてゆっくりと進んでください。
路面の状態によっては、フロントスポイラーがこすれることが
あります。
・フロント側から進入すると車止めにこすれたり当たることがあ
りますので注意してください。
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車を後退させるときは周囲に注意してください

・バックミラーには確認できない死角があります。車を後退させ
るときは、前もって車から降りて後方の人や障害物を確認して
ください。

　お子さまを乗せるときの注意

お子さまは後席に座らせてください

・お子さまを助手席に乗せないでください。走行中にお子さまの
動作が気になったり、運転装置のいたずらなど事故につながる
おそれがあります。
・また、万一の事故などで助手席のSRSエアバッグが作動したと
きに、ケガをするおそれがあります。

お子さまにもシートベルトを着用させてください

・お子さまにも必ずシートベルトを着用させてください。お子さ
まを膝の上に抱いての乗車は、絶対にしないでください。急ブ
レーキをかけたときや衝突したときにお子さまを支えることが
できず、ケガをするおそれがあります。
 シートベルトが首や顔に当たったり、腰骨にかからないなどで
正しく着用できない小さなお子さまには、ベビーシートやチャ
イルドシートを使用してください。
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チャイルドシートは後席に正しく取り付けてください

・チャイルドシートの使用は6歳未満のお子さまに法律で義務付
けられています。6歳以上のお子さまでもシートベルトが正し
く着用できないときは、チャイルドシートを使用してください。
 お子さまの安全のため、短時間の走行でも身体に合ったプ
ジョー純正品のベビーシートやチャイルドシートを使用してくだ
さい。
・取り付け方法は、シートに付属している取扱説明書に従って後
席に正しく取り付けてください。乳幼児用のベビーシートは進
行方向に対して後ろ向きに、チャイルドシートは前向きに取り
付けてください。
・やむを得ず助手席にチャイルドシートを取り付けるときは、助
手席の位置を最後部に移動して前向きに取り付けてください。
ベビーシートタイプで後ろ向きに装着するときは、助手席エア
バッグキャンセルスイッチを「OFF」にしてください。助手席エ
アバッグが作動したときの衝撃でケガをするおそれがあります。
キャンセルスイッチがない車両では、進行方向に対して後ろ向
きに装着しないでください。
・プジョー純正のベビーシート、チャイルドシートの詳細につい
ては、プジョーディーラーにお問い合わせください。

ドア、ウィンドウ、サンルーフなどの開閉は大人が操作してく
ださい

・ドアやウィンドウ、サンルーフなどの開閉は、お子さまに操作
させないでください。開閉時に手や首、足などをはさみ、思わ
ぬケガをするおそれがあります。また、同乗者が操作するとき
も十分に注意してください。

ウィンドウやサンルーフから手や顔を出さないでください

・急ブレーキ時にウィンドウ枠にぶつけたり、車外の障害物に当
てたりして、思わぬケガをするおそれがあります。

シートの可動部分に気をつけてください

・お子さまが、リアシートやフロントシートの隙間に手を入れた
り、可動部分に触れたりして思わぬケガにつながるおそれがあ
ります。同乗者の方が十分に注意をしてください。
・走行中は必ずベビーシートやチャイルドシートに座らせるか、
シートベルトをさせてください。
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お子さまだけを車内に残さないでください

・車から離れるときは、エンジンを止め、キーを抜いて必ずお子
さまも一緒に降ろしてください。
・お子さまのいたずらにより、車の発進、火災などの思わぬ事故
につながるおそれがあります。
・炎天下の車内は50℃以上の高温になり、脱水症状、熱射病な
どの生命の危険に係わるおそれがあります。

　駐停車するときの注意

燃えやすいものや植え込みに注意してください

・紙や枯草、木材などの燃えやすいものの上や近くには駐停車し
ないでください。特に走行後の排気管や排気ガスは高温になる
ため引火するおそれがあります。
・車両後方に燃えやすいものや植え込みがあるときは、車両後
端から十分に距離を取って駐車してください。すき間が少ない
と、排気ガスによる変色や着火、生育への悪影響につながるお
それがありますので、車の向きも配慮してください。
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車から離れるときはエンジンを止め、施錠してください

・シフトレバーをN（ニュートラル）にし、パーキングブレーキを十
分に引き、エンジンを止めてドアを施錠してください。無人で
車が動き出して、思わぬ事故につながるおそれがあります。坂
道では、状況に応じてシフトレバーを「1」または「R」にし、さ
らにタイヤに輪止めをしてください。
 貴重品を車内に残さないでください。施錠しても盗難につなが
るおそれがあります。
・お子さまや介護の必要な方だけを車内に残さないでください。
車の発進や車内の高温／低温による思わぬ傷害などが発生す
るおそれがあります。

炎天下での駐車・ライター、スプレー缶、炭酸飲料などを車
内に放置しないでください

・車体やシート、ステアリングなどが高温となり、やけどをする
おそれがあります。駐車後に乗車されるときは注意してくださ
い。
・車内にお子さまやペットなどを乗せたまま車から離れることは、
絶対におやめください。車内の温度が50℃を超えることもあ
り、大変危険な状態になります。
・ライターやスプレー缶、炭酸飲料などは、自然発火や破裂を起
こすおそれがあります。車内に放置しないでください。
・ガスライターを床やシートのすき間に落としたままにすると、
シートを動かしたときに着火して火災につながるおそれがあり
ます。

仮眠するときは必ずエンジンを止めてください

・無意識にシフトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込
んだりして車が発進するおそれがあります
・エンジンや排気管の異常過熱に火災が発生するなどの思わぬ
事故につながるおそれがあります。
・車内で仮眠するときは、エンジンを止め、助手席または後席で
してください。
・排気管が損傷していたり、風向きや風通しの悪い場所では、排
気ガスが車内に侵入し一酸化炭素中毒になるおそれがありま
す。
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　走行中に異常を感じたとき

警告灯が点灯・点滅したときは、直ちに停車して適切な処置
をしてください

・走行中に警告灯が点灯や点滅したときは、直ちに安全な場所に
停車し、適切な処置をしてください。（「第4章　メーター・ライ
ト・ワイパー装置の使いかた」を参照）そのまま走行すると故障
の原因になるだけでなく、重大な事故につながるおそれがあり
ます。
・走行中は車の状態に気を配り、いつもと異なる音や臭い、振
動などを感じたときは、直ちにプジョーディーラーで点検を受
けてください。

走行中にタイヤがパンクやバーストしたときは、あわてずに
安全な場所に停車してください

・走行中、タイヤに異常があったときは、あわてずにハンドルを
しっかり握り、徐々に速度を下げて安全な場所に停車してくだ
さい。
 急ブレーキや急ハンドルは、車両のコントロールができなくな
るおそれがあります。

走行中に床下やタイヤなどに大きな音や衝撃を感じたときは
車両の下部を点検してください

・直ちに安全な場所に停車し、車両の下部を点検してください。
 ブレーキ液や燃料の漏れ、サスペンション部品、タイヤ関係、
駆動系部品などの変形や損傷は、そのまま使用すると思わぬ
事故につながるおそれがあります。漏れや損傷を見つけたとき
は、運転を中止してプジョーディーラーに連絡してください。
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　排気ガスについての注意

換気が悪い車庫や屋内ではエンジンをかけたままにしないで
ください

・車庫や屋内などの換気が悪い場所では、排気ガスが充満しや
すいのでエンジンをかけたままにしないでください。排気ガス
には無色無臭の有害な一酸化炭素が含まれており、吸い込むと
中毒になるおそれがあります。
・排気管に腐食などによる穴や亀裂がないかをときどき点検して
ください。走行中に排気ガスが車内に侵入するおそれがありま
す。

車内で排気ガスの臭いがしたら次のことをしてください

・直ちにすべてのウィンドウを全開にする。
・エアコンの内外気の切り換えを外気にして風量を最大にする。
・直ちにプジョーディーラーで点検を受けてください。
 放置すると、排気ガスによる一酸化中毒になり重大な傷害にお
よぶか死亡につながるおそれがあります。
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　シート位置についての注意

正しい運転（乗車）姿勢がとれるシート位置に設定してください

・運転操作を誤り思わぬ事故につながるおそれがあります。
・万一衝突したときにシートベルトやSRSエアバッグ、ヘッドレス
トなどの乗員保護装置の効果が軽減されて、重大な傷害を受
けるおそれがあります。

走行中は背もたれを倒しすぎないようにしてください

・急ブレーキをかけたときや万一衝突したときにシートベルトな
どの乗員保護装置の効果が十分に発揮されず、身体がシートベ
ルトの下に潜り込んだり、シートベルトが首にかかり傷害を受
けるおそれがあります。

　シートベルトについての注意

シートベルトは正しく着用してください

・乗車した全員が正しくシートベルトを着用してください。シー
トベルトを着用しなかったり、正しく着用していないと、万一
衝突したときにプリテンショナー*、フォースリミッター**付き
シートベルト、エアバッグなどの乗員保護装置の機能が適切に
発揮されず、重大な傷害を受けるおそれがあります。

* プリテンショナー

前方からの強い衝撃を受けたときに、瞬間的にシートベルトを引き

込み身体を固定して乗員保護装置の効果を高める装置。

** フォースリミッター

シートベルトに一定以上の衝撃を受けたときに、身体にかかる衝撃

を減少させる装置。

妊娠中の方や疾患のある方も必ずシートベルトを正しく着用
してください

・医師に注意事項をご確認ください。
・腰部ベルトが腹部にかからないように、腰骨のできるだけ低い
位置にしてください。また、肩部ベルトは腹部を避けて胸部に
かかるように着用してください。

損傷のあるシートベルトは直ちに交換してください

・損傷したシートベルトを使用すると、衝突したときなどに十分
な効果を発揮できず、重大な傷害を受けるおそれがあります。
 シートベルトやプレートを、シートやドアに挟まないでくださ
い。傷が付くおそれがあります。
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　SRSエアバッグについての注意

・SRSエアバッグシステムは（SRS＝Supplemental Restraint 
System）補助拘束の事です。
・SRSエアバッグは、センサーが一定以上の衝撃を感知したとき
にのみ作動します。衝突などで車両が大きく変形しても、衝撃
吸収ボディ構造により衝撃が段階的に吸収されたときは、SRS
エアバッグが作動しないことがあります。

フロントエアバッグの効果は正しい姿勢とシートベルトとで
発揮します

・SRSエアバッグシステムはシートベルトを補助するシステムで、
シートベルトに代わるものではありません。このシステムはシー
トベルトを必ず着用してください。
・シートに正しく座りシートベルトを正しく着用していないと、
衝突などで身体が前方に放り出されたときにSRSエアバッグシ
ステムがふくらみ、強い衝撃を受け重大な傷害につながるおそ
れがあります。

フロントエアバッグは車両前方からの衝撃を緩和します

・SRSフロントエアバッグは、イグニッションがオンのときに車両
前方から乗員に重大な危害が及ぶような強い衝撃を受けたと
きに瞬時にふくらみ、乗員の頭や胸にかかる衝撃を緩和するシ
ステムです。

フロントエアバッグの保護性能が発揮されるために次の点に
注意してください

・運転者が顔や胸をステアリングに近付けすぎると、SRSエア
バッグがふくらんだときに強い衝撃を受け非常に危険です。常
に正しい運転姿勢で座り、ステアリングに近付きすぎないよう
にしてください。
・助手席に乗車する人は、シート前端に座ったり、ダッシュボー
ドに足を乗せていたりすると、SRSエアバッグがふくらんだとき
に強い衝撃を受け非常に危険です。常に正しい乗車姿勢で座り、
ダッシュボードに近付きすぎないようにしてください。

エアバッグの近くにものを置いたり、ステッカーなどを貼り
付けないでください

・ステアリングを交換したり、ステアリングのパット部にステッ
カーなどを貼り付けないでください。
・助手席側エアバッグの周辺（ダッシュボード）にカー用品や芳香
剤を置いたり、傘などを立てかけないでください。
・エアバッグが正常に作動しなかったり、エアバッグがふくらんだ
ときに飛ばされて、ケガをするおそれがあります。

xiv

安　全　装　置　に　つ　い　て



xv

安　全　装　置　に　つ　い　て

　SRSサイドエアバッグ／カーテンエアバッグについ
　ての注意

・SRSサイドエアバッグ／カーテンエアバッグは、車両側面から
乗員に重大な危害が及ぶような強い衝撃を受けたときに瞬時
にふくらみ、乗員の頭や胸にかかる衝撃を分散、緩和させる乗
員保護装置です。

サイドエアバッグ／カーテンエアバッグは車両側面からの
衝撃を緩和します

・サイドエアバッグは、シート側面に収納されています。カーテ
ンエアバッグは、フロントピラーとルーフに収納されています。
・シートの側面周囲には、ものを置かないでください。
・シートにシートカバーや上着をかけたり、ベルトを巻きつけな
いでください。

ドアやウィンドウにもたれかからないでください

・SRSサイドエアバッグ収納部に手、足、顔を近づけたり、ドア
やウィンドウにもたれかかるような姿勢でシートに座らないで
ください。エアバッグがふくらむときに強い衝撃を受け、非常
に危険です。

ドアやサイドエアバッグの近くにカップホルダーなどのカー
用品を取り付けないでください

・SRSサイドエアバッグ収納部の近くにカップホルダーなどの
カー用品を取り付けたり、ステッカーなどを貼らないでくださ
い。エアバッグが正常に作動しなかったり、エアバッグがふくら
んだときに飛ばされてケガをするおそれがあります。また、電
動スライドドアの移動時にカップホルダーなどが引っ掛かり、
思わぬ事故やケガの原因となることがあります。
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　ABSとESP／ASRについての注意

ABS（アンチロックブレーキシステム）を過信しないで
ください

・ABSはAntilock Brake Systemの略で、急ブレーキをかけた
ときに車輪がロックするのを防ぎ車両の操縦性を確保しようと
する装置で、制動距離を短くするための装置ではありません。

・次のような路面では、ABSなしの車両よりも制動距離が長くな
ることがあります。速度は控えめにして車間距離を十分にとっ
てください。
・砂利道や雪道、凍結路などを走行しているとき
・タイヤチェーン／ネットを装着しているとき
・道路の継ぎ目などの段差を乗り越えるとき
・石だたみなどの悪路を走行しているとき

ESP／ASR（スタビリティコントロール／アンチスキッド
システム）を過信しないでください

・ESPシステムは、滑りやすい道路での旋回時などに、車両の動
きと運転者が意図するコースとに著しい差が発生したとき、自
動的にブレーキやエンジンの出力を制御して車両の走行安定性
を確保しようとするシステムです。
・ASRは滑りやすい道路での発進や急加速時に生じる空転を防
ぎ、車両の走行安定性を向上させようとするシステムです。
・ESP／ASRが作動した状態でも、車両の走行安定性には限界
があります。ESP／ASRを過信せずに速度を下げて、車間距離
を十分にとって安全運転を心がけてください。



　2トロニックトランスミッション車についての注意

2トロニックトランスミッション車には、2つの変速モードが
あります。

 ・オートモード（自動変速）
 ・シーケンシャルモード（手動変速）

2トロニックトランスミッション車は、一般のオートマチック車や
マニュアルトランスミッション車とは異なる点がありますので、
この取扱説明書をよく読んで正しく操作してください。
（→P. 3-2）

一般的なオートマチック車のようなクリープ現象がありません

・急な坂道の発進には、パーキングブレーキを使用してください。
また、オートマチック車ではありませんので、アクセルペダルを
踏んで坂道で車を静止させないでください。
・不慣れな左足でブレーキペダルを操作すると、思わぬ事故の原
因になります。

一般的なオートマチック車のような「P（パーキング）」ポジ
ションがありません

・駐車時には路面状況に応じてシフトレバーを「1」か「R」に入
れて、パーキングブレーキをかけてください。

　クルーズコントロールについての注意

クルーズコントロールを使用しないときはメインスイッチを
オフにしてください

誤ってクルーズコントロールを作動させると、思わぬ事故につな
がるおそれがあります。

　電動スライドドアについての注意

・電動スライドドアを開閉するときは、お子さまや動物をドアか
ら離してください。近くにお子さまや動物がいるときは、必ず
保護者が付き添ってください。
・電動スライドドアの開閉中は、手をドアハンドルから離してくだ
さい。開閉中のドアに引き込まれて、ケガをするおそれがあり
ます。
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・ウィンドウを開けた状態でスライドドアが動いているときは、
ウィンドウから手や顔などを出したり、物の出し入れをしないで
ください。

・電動スライドドアは、停車しているときのみに開閉してください。
・ドアを開閉する前にドアポケットから物がはみ出していないか
確認してください。はみ出した状態で開閉しますと、物を挟ん
だり引っ掛けて、思わぬケガや事故の原因になります。

xviii
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・スライドドアのローラー滑走面に異物が入らないよう注意して
ください。ドアの開閉ができなくなるおそれがあります。
・坂道でのスライドドアの開閉は、坂の傾斜により開閉速度が平
地よりも速くなることがあります。手などの引き込みにご注意
ください。また急な下り坂では開いたドアが自重で閉まること
がありますので、乗り降りの際には十分ご注意ください。



　オーバーヒートについての注意

オーバーヒートの症状について

・次のような症状が現れるとともに、メーターパネルの「STOP」
警告灯が点灯します。
・冷却水温度計の針がレッドゾーンに入ったり、エンジンの出
力が急に低下する。
・ボンネット（エンジンルーム）から蒸気が出てくる。

オーバーヒートの対応について

・ボンネットから蒸気が出ているときは、蒸気が出なくなるまで
ボンネットを開けないでください。エンジンルーム内が高温に
なっているため、やけどなどをするおそれがあります。
・冷却水温度が下がるまで、冷却水タンクのキャップを開けない
でください。蒸気や熱湯が噴き出して、やけどをするおそれが
あります。
・オーバーヒートを起こしたまま走行を続けると、エンジンなど
に重大な損傷を起こすおそれがあります。安全な場所に停車し、
プジョーディーラーに連絡してください。

　故障したとき／事故が起きたときの注意

走行中に路上で故障したとき

・一般道では、車を路肩などの安全な場所へ移動させ、ハザード
ランプを点滅させます。必要に応じて、車両の後方に停止表示
板を置いてください。
・高速道路や自動車専用道路では、車を路肩などの安全な場所
へ移動させ、車内の乗員を安全な場所に避難させてください。
次にハザードランプを点滅させ、車両の後方に停止表示板を置
いて（法律で義務付けられています）ください。

路上で動けなくなったとき

・車を移動するときは、シフトレバーを「N」にしてパーキングブ
レーキを解除し、安全な場所へ移動させてください。

踏切内で動けなくなったとき

・同乗者や付近の人に協力してもらい安全な場所まで押しても
らってください。車を移動するときは、イグニッションキーを1
番目の位置まで回し、シフトレバーを「N」にしてパーキングブ
レーキは解除します。
・車を移動できないときは、乗員を安全な場所へ避難させ、直
ちに踏切警報機に設置してある非常ボタンを押します。緊急を
要するときは、保安炎筒を使用して列車に車が踏切内に停車し
ていることを知らせます。
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事故が起きたとき

・事故が起きてしまったときは、あわてずに次の処置をとります。
1．続発事故を防ぐために、他の交通の妨げにならない安全な場
所へ車を移動し、エンジンを止めます。

2．負傷者がいるときは、救急車の出動を要請すると共に負傷者
に応急手当を行います。

 ただし、頭部を負傷しているときは動かさないようにします
が、続発事故のおそれがあるときは安全な場所へ避難させま
す。

3．警察に連絡します。
 事故が発生した場所、事故状況、負傷者の有無、負傷の程
度を報告し、指示を受けてください。

4．事故の相手があるときは、相手側の氏名や住所、電話番号、
自動車保険の番号などを確認してください。

5．車をご購入された販売店と保険会社に事故状況を連絡してく
ださい。
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　盗難についての注意

キーは必ず携行してください

・車から離れるときは、必ずエンジンを停止し、キーを抜いて携
行してください。
・また、スペアキーを車内に置いたり、バンパーや車体の一部に
貼り付けておくことは、盗難のおそれがありますので絶対にお
やめください。

ドア、ウィンドウを確認してください

・車から離れるときは、全てのドアが正しくロックされているこ
とを確認してください。また、ウィンドウやサンルーフもきちん
と閉じているかを確認してください。

路上駐車は絶対におやめください

・短時間の駐車でも、いたずらや盗難を防ぐために違法な路上
駐車を避け、明るく管理の行き届いた駐車場に入ることを心が
けてください。

車内に現金や貴重品は絶対に置いたままにしないでください

・現金や貴重品、携帯電話、バッグ、上着などを車内に置いたま
ま車を離れないでください。

　こんなことにもご注意を

車の改造は禁止されています

・車の改造やプジョー純正部品以外の使用は、車の性能が十分
に発揮できないだけでなく、思わぬ事故の原因につながるおそ
れがあります。また、保証の適用外になるだけでなく、故障の
原因になることがあります。
・電装品や無線機などの取り付け、取りはずしは、プジョーディー
ラーにご相談ください。
 取り付け、取りはずしが適切でないと、電子機器部品に悪影響
を及ぼすだけでなく、故障や火災などの思わぬ事故につながる
おそれがあります。
・ハンドルの取りはずしや交換は、絶対に行わないでください。
ハンドルにはSRSエアバッグが内蔵されていますので、正常に
作動しなかったり不意に作動して思わぬ事故になるおそれがあ
ります。
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ウィンドウにアクセサリーを取り付けないでください

・ガラス面にアクセサリーなどを取り付けると、視界の妨げになっ
たり、走行中に飛んでケガをするなど思わぬ事故につながるお
それがあります。
・アクセサリーの吸盤がレンズの働きをして、火災を起こすこと
があり危険です。

夏季はバッテリーあがりが起きやすくなります

・電装品の使いすぎは、バッテリーあがりにつながります。特に
夏季は、エアコンなどの電装品の使用が増えますのでバッテ
リーにも負担がかかります。渋滞時の走行では充電量が不足し
てバッテリーあがりを起こしやすくなりますのでこまめな点検と
早めの交換を心がけてください。

冬季はタイヤの滑り止めや解凍剤などをご用意ください

・冬季のトラブルを軽減するために、冬用タイヤチェーン／ネット
や解凍剤などの準備およびバッテリーの点検を行っておくこと
をお勧めします。詳しくはプジョーディーラーにご相談くださ
い。
・積雪や凍結した道路を走行するときは、安全のため冬用タイヤ
を装着してください。
 冬用タイヤに交換するときは、必ず指定サイズで同じメーカー
の同じ銘柄のものを4輪に装着してください。
・タイヤチェーン／ネットは、タイヤサイズに合ったものを前輪に
取り付けてください。
・タイヤチェーン／ネットの装着は、安全な場所に停車し、各取
扱説明書に従って確実に取り付けてください。
 装着後は100mくらい走行して、緩みや車体に当たっていない
かを再度確認してください。
・バッテリーは、気温が低くなると性能も低下します。バッテリー
液や比重、充電状態を点検してください。
・ウォッシャー液の凍結を防ぐために、夏季よりも混合割合を高
くしてください。

タバコの吸殻の火は消して灰皿へ入れてください

・タバコやマッチなどの火は、確実に消して灰皿へ入れてフタを
閉めてください。
・灰皿の中に吸殻を入れすぎたり、燃えやすいものを入れたりし
ないでください。思わぬ火災につながるおそれがあります。
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１
ヘッドレスト

ヘッドレストの高さと角度調整
ヘッドレストの上端と前席乗員の頭の上
がそろうように調整します。

高さ調整：上げるには、ヘッドレストを
引き出します。はずすには、
シートのヘッドレスト穴にあ
るボタンを押しながらヘッド
レストを押し上げます。

 下げるには、シートのヘッド
レスト穴にあるボタンを押し
ながら押し下げます。

角度調整：ヘッドレストの下部が前後し
ます。

ヘッドレストをはずして運転しないで
ください。事故などのときに、ケガを
するおそれがあります。

衝突時にヘッドレストが下がるのを防
止するため、上下位置はノッチに合わ
せて固定してください。

シートベルト

●シートベルトの着用
ドアを閉めた状態で、バックプレートを
引き出してから、シートベルト下部を前
方いっぱいまで移動させて、カチッと音
がするまでバックルに差し込みます。
はずすには、バックルの赤いボタンを押
します。
ベルト位置は、肩先と首の間に当たるよ
うにし、水平方向は腹部ではなく腰骨に
当たるようにして締めます。
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１
フォースリミッター付シートベルトプリテ
ンションシステム
車体が強い衝撃を受けたとき、瞬間的に
シートベルトを引き込み、身体を拘束す
る効果を高める装置です。
この機能は、イグニッションスイッチがオ
ンの時に作動します。
フォースリミッターは、事故の際に身体
にかかるシートベルトの衝撃を和らげる
働きをします。

シートベルトの装着は、必ずスライド
ドアが閉まってから行ってください。
スライドドアの移動中に装着すると、
指や手が引き込まれてケガをするおそ
れがあります。

●シートベルト着用警告

警告表示*
①：マルチファンクション ディスプレイ
②：運転席シートベルト警告灯
③：助手席シートベルト警告灯
④：後席右側シートベルト警告灯
⑤：後席左側シートベルト警告灯

前席シートベルト警告灯*
イグニッションスイッチがオ
ンのときに前席のシートベ
ルトが未着用だと、シート

ベルト警告灯が点灯します。
さらに時速20Km以上で走行中すると、
段階的に警告音（約2分間）が大きくな
り、警告灯が点灯し、マルチファンクショ
ンディスプレイにメッセージが表示され
ます。

助手席にカバンや動物を乗せると、
シートベルト警告灯が点灯することが
あります。

前後席シートベルト警告灯*
エンジン始動時に、運転
手または同乗者のシート
ベルトが未着用だと、着

用していない席のシートベルト警告灯が
点灯します。
さらに時速20Km以上で走行中すると、
段階的に警告音（約2分間）が大きくなり、
警告灯が点灯し、マルチファンクションディ
スプレイにメッセージが表示されます。

運転席シートベルト警告灯*
イグニッションスイッチがオンの
ときに前席のシートベルトが未
着用だと、シートベルト警告灯

が点灯します。
さらに時速20Km以上で走行中すると、
段階的に警告音（約2分間）が大きくなり、
警告灯が点灯し、マルチファンクションディ
スプレイにメッセージが表示されます。

*仕様により異なります。
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１
リアシートベルト

リアシートには、3点式シートベルトが
採用されています。

●乗車するときは、短時間でもシートベルトを必ず着用してく
ださい。

●妊娠中の方も医師の注意事項を確認して、必ずシートベル
トを着用してください。

●シートベルトは、正しい姿勢で身体に密着させなければ効
果がありません。

●バックプレートを逆にしてバックルに差し込まないでくださ
い。また、差し込むときには、ねじらないでください。

●シートベルトの部品をむやみに外したり改造しないでくださ
い。衝突の際に作動しなくなるおそれがあります。また、誤っ
てプリテンションシステムを作動させると、ケガをするおそ
れがあります。

●シートベルトにほつれや傷跡があるようなときは、プジョー
ディーラーにご相談ください。部品交換が必要になることが
あります。

●シートベルトプリテンションシステムは、一度しか作動し
ません。作動後は必ず部品交換が必要になりますので、プ
ジョーディーラーで整備を受けてください。

●シートベルトプリテンションシステムは、エアバッグとは関
係なく作動します。大きな衝撃を受けたときは、プジョー
ディーラーでシステムの点検を受けてください。

降車時には、シートベルトを確実に収納してください。
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１
チャイルドシート

プジョーでは、お子さまが乗車する場合の安全を十分配慮して
車の設計と製造を行っておりますが、お子さまが同乗するときの
安全対策については、常に大人の方が十分ご注意いただくよう
お願いします。

お子さまを車内に残したまま車から離れないでください。直射
日光の下では車内温度が非常に高くなり、お子さまが脱水症
状を起こして死亡するおそれがあります。
また、お子さまのいたずらにより、車が走り出して事故を起こ
すおそれがあります。

チャイルドシートは、製造メーカーの指定に従って正しくご使
用ください。使用するチャイルドシートに指定された適正な年
齢や体格を無視すると、シートベルトにより傷害を受けるおそ
れがあります。

チャイルドシート
（ ISOFIX規格品をプジョーでは推奨しております。）
お子さまが乗車するときは、必ず後席に乗車させ、小さなお子
さまにはチャイルドシートなどを併用したうえでシートベルトを
着用させてください。

①体重13Kg位までのお子さまに適
しています。
減速時に首に負担がかからないよう
に、進行方向とは反対向きに取り付
けてください。

②体重15Kg～36Kg位までのお子
さまにお勧めするタイプです。
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１
●チャイルドシートの推奨取り付け位置
以下の表は、お子さまの年齢と車両のシート形状により、シートベルトを使用してどの位置に一般的なチャイルドシートを取り付けるかを
示しています。

Seat

Weight of the child/indicative age

Below 13 kg 
groups 0 (a) and 0+) 

Up to ≈ 1 year

From 9 to 18 kg 
(group 1) 

From 1 to ≈ 3 years

From 15 to 25 kg 
(group 2)

From 3 to ≈ 6 years

From 22 to 36 kg
 (group 3)

From 6 to ≈ 10 years

Front passenger seat 
(b) U U U (c) U (c)

Rear seat U (d) U U (c) U (c)

シート

体重／年齢

13kg以下
新生児～12ヵ月

9～18kg
12ヵ月～3才

15～25kg
3～6才

22～36kg
6～10才

前席助手席 ○ ○ ○ *1 ○ *1

後席左右 ○ *2 ○ ○ *1 ○ *1

*1：フロントシートの前後位置を中間にしてください。
*2：リアシートを一番後ろに下げてから取り付けてください。
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１
●リアシートへのチャイルドシート
の取り付け

「 ISOFIX」規格のプジョー車専用チャイ
ルドシートをワンタッチで固定するため
のキャッチが、リアシートに設置されて
います。
取り付け方法については、チャイルドシー
トの取扱説明書に従ってください。

トップテザー対応シートは、ストラップ
を背もたれの裏側の、「TOP TETHER」
と表示されたトップテザーアンカーB（1
個）に装着してください。

チャイルドシートは正しく取り付けて
ください。事故などのときに十分な保
護ができなくなるおそれがあります。

背もたれとクッションの間にキャッチA
（2個）があり、「 ISOFIX」と表示され
ています。



81-

安全に運転するために

１

進行方向と同じ向きに取り付け
背もたれを立てた状態で、シートの前
後位置を中間にします。エアバッグは
「ON」のままにします。

シート位置は中間

●チャイルドシートは正しく取り付け
てください。事故などのときに十分
な保護ができなくなるおそれがあり
ます。

●チャイルドシートを進行方向とは逆
向きに助手席へ取り付けたときは、
エアバッグを「OFF」*にしてくださ
い。エアバッグがふくらんだときの
圧迫からお子さまを守ります。

*仕様により異なります。

●助手席へのチャイルドシートの取
り付け（3点式シートベルトを使
用）

進行方向とは逆向きに取り付け
助手席側のエアバッグを「OFF」にしま
す。「OFF」にできない車種では、取り
付けないでください。

取り付け方法については、チャイルドシー
トの取扱説明書に従ってください。
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１
助手席エアバッグキャンセルスイッチ*

チャイルドシートを進行方向とは逆向き
に助手席へ取り付けるときは、エアバッ
グが作動して膨らんだときの衝撃からお
子さまを守るために、助手席のエアバッ
グが作動しないようにします。

1．イグニッションをオフにし、運転席側
の小物入れを開きます。

2．助手席エアバッグキャンセルスイッチ
にキーを差し込みます。

3．「OFF」の位置にします。
4．そのままキーを抜き取るとキャンセ
ルになります。

イグニッションをオンにする
と、メーターパネル内の警告
灯が点灯するのを確認します。

助手席からチャイルドシートを取りは
ずしたときは、必ず助手席エアバッグ
キャンセルスイッチを「ON」の位置に
戻してください。

助手席エアバッグ警告ラベル*
助手席エアバッグの作
動を止めるスイッチが装
着されている車両には、
このラベルが付いてい
ます。

ON
助手席に大人が乗車しているときは、必
ずエアバッグキャンセルスイッチを「ON」
にします。この場合は、チャイルドシー
トを進行方向に対して後ろ向きに取り付
けないでください。

OFF
チャイルドシートを進行方向に対して後
ろ向きに取り付けたときは、必ず助手席
エアバッグキャンセルスイッチを「OFF」
にします。

このラベルが付いてい
る車両には、助手席エ
アバッグの作動を止める
スイッチは装着されてい
ません。

エアバッグがふくらむと、大きな衝撃が
加わりケガをするおそれがありますの
で、助手席には絶対にチャイルドシート
を進行方向に対して後ろ向きに取り付け
ないでください。

*仕様により異なります。
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１
エアバッグ

フロントエアバッグ
フロントエアバッグシステムは、前方か
ら極めて強い衝撃を受けたときにエア
バッグが乗員とダッシュボードとの間で
ふくらみ、シートベルトが身体を拘束す
る効果と併せて乗員の身体がハンドルや
ダッシュボードに打ちつけられる衝撃を
やわらげる装置です。このエアバッグは、
運転席と助手席の2箇所に装備されてい
ます。

運転席・助手席エアバッグシステム
車両の正面衝突においては、エアバッグ
システムとシートベルトプリテンショナー
の電子センサーが急激な減速度を感知
し、ある一定のレベルを超えると電気パ
ルスをシートベルトプリテンショナーに
送ってシートベルトを引き上げます。
衝撃が非常に強い時は、センサーはさら
に次の電気パルスをステアリングホイール
中央に取り付けられたエアバッグシステム
に送ります。折りたたまれて収納されてい
たエアバッグは、瞬時にふくらみ運転者・
助手席乗員の胸や頭、脚がステアリング
ホイールなどに強く打ち付けられるのをや
わらげた後、内部のガスが後方に抜けて
しぼみます。
このガスには、若干の刺激性があります。

エアバッグが作動する場合
正面からの強い衝撃が加わったときに作
動します。

エアバッグが作動しない場合
側面や後方からの衝撃に対しては作動し
ません。また、正面からの衝撃であって
も、シートベルトで乗員の保護が行える
程度である場合にも作動しません。

エアバッグが作動した場合
エアバッグは一度しか作動しません。作
動後には、必ずプジョーディーラーで点
検や部品の交換を行ってください。
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１
エアバッグ警告灯

警告音と共に警告灯が点灯し
てマルチファンクションディス
プレイにメッセージが表示さ
れると、エアバッグに不具合

が発生しています。
プジョーデーラーでシステムの点検を受
けてください。

助手席エアバッグ解除警告灯*
イグニッションがオンのとき
に、この警告灯が点灯してマ
ルチファンクションディスプレ
イにメッセージが表示される

と、助手席側のエアバッグが「OFF」に
なっています。
チャイルドシートを取り付けていない場
合、助手席エアバッグキャンセルスイッ
チを「ON」に変更してください。
助手席エアバッグキャンセルスイッチが
「ON」のときに警告灯が点灯している
場合は、チャイルドシートを進行方向に
対して後ろ向きに取り付けないでくださ
い。

●エアバッグ単独では、衝撃を吸収する効果が十分ではありま
せん。必ず、シートベルトを正しく着用してください。

●ステアリングホイールと助手席ダッシュボード、ステアリン
グコラムには、エアバッグが組み込まれています。正しく作
動させるために次のことをお守りください。
・エアバッグの組み込まれた箇所にカバーをかけたり、ステッ
カーなどを貼らないでください。

・助手席側のダッシュボードの上に足や物を置いたり、立て
かけたりしないでください。エアバッグがふくらむときに
置いた物が飛び、ケガをするおそれがあります。
・エアバッグや近くにある部品をむやみにはずさないでくだ
さい。衝突の際に作動しなくなるおそれがあります。また、
誤ってエアバッグを作動させるとケガをするおそれがあり
ます。

●ステアリングホイールやダッシュボードに近づきすぎる乗車
姿勢では、作動したエアバッグによりケガをするおそれがあ
ります。

*仕様により異なります。
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１
ステアリングコラムエアバッグ

ダッシュボードのステアリングコラム下に
内蔵されており、運転者の下肢を保護し
ます。
フロントエアバッグと同時に作動します。

サイド／カーテンエアバッグ
サイドエアバッグシステムは、フロント
シートバックのドア側に内蔵されていま
す。
カーテンエアバッグシステムは、ルーフ
に内蔵されています。
サイドエアバッグやカーテンエアバッグ
は、側方から極めて強い衝撃を受けたと
きにエアバッグが乗員と車体との間でふ
くらみ乗員の身体に加わる衝撃をやわら
げる装置です。エアバッグは、衝撃の加
わった方向によって別個に作動します。
車両の側面衝突においては、エアバッグ
システムの電子センサーが車体に加えら
れた加速度を感知し、ある一定のレベル
を超えると電気パルスをエアバッグシス
テムに送ります。
シートバックやルーフピラーに折りたた
まれていたエアバッグは瞬時にふくらみ、
あらかじめ設定された表皮部分から車内
に展開します。ふくらんだエアバッグは、
乗員の胸や頭がドアパネルに強く打ち付
けられるのをやわらげた後、内部のガス
が解放されてしぼみます。
このガスには、若干の刺激性があります。

エアバッグが作動する場合
側面から強い衝撃が加わり、乗員の頭部
や胸部その他身体に重大な障害が及ぶ
おそれのあるときに作動します。
この条件は、衝撃の強さやその他の要
因によって変化します。

エアバッグが作動しない場合
正面や後方からの衝撃に対しては作動し
ません。また、側面からの衝撃であって
も、軽度である場合には作動しません。
イグニッションスイッチがオフの状態で
も作動しません。

エアバッグ警告灯
この警告灯が点灯してマルチ
ファンクションディスプレイに
メッセージが表示されると、
どこかのエアバッグに不具合

が発生しています。プジョーディーラー
でシステムの点検を受けてください。
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１
●エアバッグ単独では、衝撃を吸収する効果が十分ではありま
せん。必ず、シートベルトを正しく着用してください。
●シート背もたれやルーフの内部にエアバッグが組み込まれて
います。正しく作動させるために次のことをお守りください。
・専用品以外のシートカバーをかけないでください。
・ドアに寄りかからず、離れた位置に乗車してください。近
づきすぎる乗車姿勢では、作動したエアバッグによりケガ
をするおそれがあります。
・エアバッグや身体の周囲にアクセサリーを置かないでくだ
さい。エアバッグの作動を妨げたり、エアバッグがふくら
むときに置いた物が飛び、乗員がケガをするおそれがあり
ます。
・シートを取りはずしたり、シートにアクセサリーを取り付
けないでください。衝突の際に作動しなくなるおそれがあ
ります。また、誤ってエアバッグを作動させると、ケガを
するおそれがあります。
・ルーフのグリップハンドルや固定ボルトをはずさないでく
ださい。カーテンエアバッグを固定する部品の一部となっ
ています。

●エアバッグは一度しか作動しません。作動後は必ずプジョー
ディーラーで点検や部品の交換を行ってください。

●サイドエアバッグやカーテンエアバッグが作動したときは、
シートや内装部材、コントロールユニットなどの交換が必要
になります。

●事故の後には、必ずプジョーディーラーで点検や部品の交換
を行ってください。
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１
走行する前に

●タイヤの点検
空気圧の確認
タイヤの空気圧は、スペアタイヤも含めて毎月一回もしくは長距
離を走行する前に点検してください。
適正値は、助手席側ドアの開口部に表示されています。表示され
ている値は、タイヤの温度が低いときの値です。空気圧は走行し
てタイヤの温度が上昇すると増加しますので、暖まっている状態
で空気圧が高いからといって空気を抜かないでください。

外観の点検
タイヤの接地面や両サイドに、著しい損傷や亀裂、釘や針金など
の異物が刺さっていないかを点検してください。
また、タイヤの接地面に部分的な異常摩耗がないかも点検してく
ださい。

スリップサイン
タイヤには、摩耗の限度を示すスリップサインが設けられていま
す。タイヤの表面とスリップサインが同じ高さになったら、新品
と交換してください。

使用燃料について

ガソリンは、オクタン価が95オクタン（リサーチ法）以上の無
鉛ガソリンを使用してください。
ガソリンスタンドにおける公称オクタン価は安定していないた
め、無鉛プレミアム（ハイオク）ガソリンの使用をお勧めします。

粗悪ガソリンや有鉛ガソリン、有鉛プレミアムガソリン、アル
コール含有燃料を使用すると、エンジン・触媒装置などに悪
影響を与えるので、絶対に使用しないでください。

冬季の取り扱い

冬季用タイヤ
積雪や凍結した道路を走行するときは、安全のため冬季用タイ
ヤを装着することをお勧めします。
冬季用タイヤに交換するときは、必ず納車時に装着されていたタ
イヤと同じサイズのものをご使用ください。
プジョーディーラーでは、車に適した性能の冬季用スタッドレス
タイヤも用意しております。
スタッドレスタイヤは、車のバランスを保つために4輪全部に装
着してください。
雪道や凍結した道路では、スタッドレスタイヤでも万全ではあり
ません。運転には十分ご注意ください。
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１
スノーチェーン、スノーネット
スノーチェーン、スノーネットは、タイヤのサイズに合ったものを
前輪に装着してください。
取り付けは、平坦な安全な場所で、それぞれの取扱説明書に従っ
て確実に行ってください。
チェーンやネットの装着後は、100m程度走行して緩みや車体へ
の当たりがないかを確認してください。
プジョーディーラーでは、それぞれのタイヤに合わせた専用チェー
ンやネットを用意しております。

市販されているタイヤチェーンの中には、サイズが合っていて
も装着できないものがあります。
「195／50 R 16」のタイヤを履いたモデルは、スノーチェー
ンが装着できません。詳しくはプジョーディーラーにお尋ねく
ださい。

スタッドレスタイヤやスノーチェーンは、プジョーディーラーでお
求めください。

●その他
・冬季には、バッテリーに高い負荷がかかります。バッテリーは
常にフル充電にしてください。
・非常に冷え込んだ天候のときは、パーキングブレーキが凍結す
ることがあります。温度が非常に低い日は、パーキングブレー
キの使用を避け、シフトレバーを「1」または「R」の位置に入れ
て輪止めをかけてください。
・ライト類や方向指示器などは、冬季は非常に汚れやすくなりま
す。定期的に清掃するように心がけてください。
・キーシリンダーには、潤滑剤を使用して注油しておいてくださ
い。
・ドアのゴム製シールには、凍結を防ぐためにシリコン潤滑油を
塗付してください。
・空気取り入れ口は、いつもきれいに保つようにしてください。
・雪隔け時には特に車が汚れます。また、融雪剤には塩分を含ん
でいるものがあります。こまめに車全体を洗浄し、車体の下や
ホイールアーチ部もよく洗ってください。
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１
保安炎筒

ドアポケットに備えつけてあります。
踏み切りや高速道路などの危険な場所
で故障したときに使用します。
使用方法は、保安炎筒に記載してありま
す。あらかじめよく読んでおいてくださ
い。
発炎時間は約5分間です。
保安炎筒に表示してある有効期間が切れ
る前に、新しい物と交換してください。

●お子さまにさわらせないでくださ
い。いたずらなどによる発火で、思
わぬ事故になるおそれがあります。

●ガソリンなどの可燃物の近くでのご
使用は危険です。また、炎を顔や体
に向けるとやけどの危険があります。

●保安炎筒は非常用信号としてのみご
使用ください。

●保安炎筒はトンネル内で使用する
と、煙により視界が悪くなり危険で
す。トンネル内ではハザードランプ
を使用してください。

触媒コンバーター

プジョー1007には、日本の排気ガス基
準に適合させるために、車体中央部の下
に触媒コンバーターが装着されています。

●触媒コンバーター装着車につい
てのご注意

・燃料は、必ず無鉛ガソリンを使用して
ください。有鉛ガソリンは触媒をいた
めます。
・燃料は早めに補給してください。
・ミスファイヤ等のエンジン不調のとき
は、運転を避け、故障箇所を直ちに修
理してください。

●乾燥した草や紙などの可燃物の上に
は駐停車しないでください。触媒コ
ンバーターは走行中高温になります
ので、その熱により発火、火災にい
たることがあります。

●長時間のエンジンの空ぶかしはしな
いでください。触媒コンバーターが
過熱して発火、火災にいたることが
あります。
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キー、リモコン

キー
運転席側のドアを施錠または解錠する
と、すべてのドアやテールゲートの施錠・
解錠が同時にできる集中ドアロックシス
テムを採用しています。
ただし、ドアやテールゲートが開いてい
る状態では、集中ドアロックは作動しま
せん。
鍵部分は折りたたんでリモコン内に格納
することができます。
ボタンAを押すと、折りたたまれた鍵が
出ます。

リモートコントロール

施錠
車両に向けてキーのボタンBを押すと、ハ
ザードランプが約2秒間点灯し、ドアや
テールゲートなどが同時に施錠されます。

解錠
ボタンCを押すと、ハザードランプが数
回点滅し、ドアやテールゲートなどが同
時に解錠されます。
解錠後、30秒以内にドアを開けないと、
自動的に再ロックされます。

電動スライドドア
ドアを開閉するには、ボタンD（助手席
側）かボタンE（運転手側）を押します。
施錠されているときでも、ボタンD、ボタ
ンEを押すと自動的に解錠して開きます。

停止
ドアの開閉中にボタンD、ボタンEを再
度押すと停止します。

3度目押し
さらにボタンD、ボタンEを押すと、止
まったドアが、それまでとは逆の方向に
動きます。

リモコンでスライドドアを開閉すると
きは、直近で周囲の安全を確認してか
ら操作してください。

スーパーロック*
盗難防止のために、仮にガラスを壊すな
どしても内側からドアロックが解除でき
なくなる機能です。
車内に誰か残っているときは、ス－パー
ロックしないでください。車内から出ら
れなくなります。
ボタンBを押すと、ハザードランプが約2
秒間点灯してスーパーロックがかかります。
ボタンBを押してから5秒以内にもう一
度押すと、普通のロックになります。
ただし、車内からスーパーロックした状
態で走行を始めると、通常の施錠になり
ます。

自車位置表示機能
施錠している状態でボタンBを押すと、
ルームランプが点灯し、ハザードランプ
が数秒間点滅して自車位置を示します。

*仕様ならびに個々の設定により異なります。
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●電池（CR1620 3V）の交換

リモコンの電池が消耗すると、警告音と
共にマルチファンクションディスプレイに
メッセージが表示されます。コインなど
でケースを開け、電池を交換してくださ
い。
電池交換の後にリモートコントロールが
作動しなくなったら、初期化をしてくだ
さい。

●リモコンの初期化
電池交換の後などにリモートコントロー
ルが作動しなくなったら、以下の手順で
初期化をしてください。
1．リモコンの操作後、1分以上は使用
せずにそのままにします。

2．イグニッションをオンにします。
3．10秒以内にボタンBまたはCを5秒
以上押し続けます。

4．イグニッションをオフにして、1分以
上リモコンを使用せずにそのままに
します。

以上で、再びリモコンが使用できます。

●キーナンバーのついたタグを保管し
ておいてください。キーを紛失して、
新しいキーを作成する際にこの番号
が必要となります。

●車から離れたところで何度もボタン
を押すと、認識されなくなることが
あります。そのときは初期化をして
ください。

●車を離れるとき、ポケットの中など
でリモコンのボタンを誤って押さな
いように注意してください。気が付
かないうちに車のロックを解除して
しまうおそれがあります。また、無
人のまま、ドアが開閉して車両や周
囲の物体を傷つけたり、他人に危害
が及ぶおそれがあります。

●車を自動洗車機にかける際は、誤っ
てドアが開かないよう、あらかじめ
ロックしておいてください。

●車内に人がいるときは、スーパー
ロックをかけないでください。車内
からドアロックノブを引いてもロッ
クが解除できず、閉じこめられてし
まいます。

●お子さまだけを車内に残して車を離
れないでください。思わぬ事故やケ
ガのもととなります。
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イモビライザー
（盗難防止システム）

プジョー1007には、エンジンイモビラ
イザー（盗難防止装置）が装備されてい
ます。
これはイグニッションキーの内部に車両
を識別する装置が内蔵されており、車両
側とのコードが合致しないときは、エン
ジンの始動ができません。

イグニッションキー
車両とともにお渡しするイグニッション
キーの内部（プラスチック部分）には、
車両を識別する電子装置が内蔵されて
います。
それぞれのキーは、車両ごとに個別の
コードが登録されています。イグニッショ
ンスイッチをオンにすると、車両のイモ
ビライザーシステムがこのコードを読み
とってエンジンの始動を可能にします。
もしコードが設定されていなかったり異
なるコードのときは、エンジンの始動が
できません。
イグニッションをオフにすると、システム
は直ちにエンジンの制御システムを封鎖
します。

システムに異常が発生したときは、イグ
ニッションスイッチをオンにしてもエンジ
ンは始動しません。プジョーディーラー
で点検を受けてください。

キー抜き忘れ防止ブザー
キーをイグニッションに差し込んだまま
運転席のドアを開けると、ブザーが鳴る
とともにマルチファンクションディスプレ
イにメッセージが表示されます。

車両から離れるときは、短い時間で
あってもキーを抜いてください。
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コンフィデンシャルカード

コンフィデンシャルカード
車両とともにコンフィデンシャルカード
をお渡します。
このカードには、イモビライザーの暗証
番号が記載されています。
ディーラーでエンジンイモビライザーに
関わる作業をするときやキーを紛失して
作り直したり、スペアキーを作る場合に
必ず必要となりますので、シールをはが
さずに車両とは別の場所に大切に保管し
てください。

スペアキー
車両とともにお渡しするスペアキーにも
コードが登録されています。
キーを取り替えるときや、さらにスペア
キーが必要な場合は、すべてのキーを登
録し直す必要があります。コンフィデン
シャルカードとお手持ちのすべてのキー
をプジョーディーラーにご持参の上、登
録作業をお申し付けください。

●イグニッションキーを紛失したり盗
難にあった場合は、安全のために他
のキーを登録し直して失ったキーを
無効にする（エンジンをかけられな
くする）ことをお勧めします。お近く
のプジョーディーラーにご相談くだ
さい。

●キーの内部には電子装置が組み込
まれています。強い電磁波や高温に
さらしたり、強い衝撃を与えたり、
水に濡らしたりしないでください。
故障の原因となります。

●スペアキーを複製しても、イモビラ
イザーシステムにコードを登録しな
いかぎり、そのキーでエンジンを始
動することはできません。

●中古車としてお求めになったとき
は、必ずコンフィデンシャルカード
が備わっていることをご確認くださ
い。
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アラーム*

車両の盗難や車両の内外へのいたずら
を防止するアラームシステムが備えられ
ています。

外部検知：監視状態で、ドアやテール
ゲート、ボンネットが開けら
れると作動します。

内部検知：監視状態で、ウィンドウガラ
スが壊されたり、車内の動き
などで発生した空気振動をセ
ンサーが感知すると作動しま
す。

*仕様により異なります。

また、アラームシステムに以下のような
干渉を試みると、警報が鳴ります。
・警報器やコントロールユニットへの配
線　→　警報音とハザードランプの点滅
・バッテリーへの配線　→　警報音

アラームシステムの改造をしないでく
ださい。

●アラームのセット
1．イグニッションをオフにして、車の外
へ出ます。

2．リモコンを使用してドアロックしま
す。

 ハザードランプが2秒間点滅し、ア
ラームボタン①のインジケーターラ
ンプが1秒間に1回点滅します。

外部検知は5秒後、内部検知は45秒後
に作動して、アラームがセットされます。
アラームが作動すると、約30秒間警報
が鳴ります。その後アラームは停止しま
すが、引き続きセット状態が維持されま
す。

●リモコンを使用せずにキーでドア
ロックすると、アラームはセットされ
ません。
●アラームをセットしたときに、ドア
などが開いていると一瞬だけ警報
が鳴ります。45秒以内に開いてい
るドアなどを閉めるとアラームは
セットされます。

●アラームの解除
リモコンを使用してドアロックを解除す
ると、アラームも解除されます。
ハザードランプが2秒間点滅し、アラー
ムボタン①のインジケーターランプが消
灯します。

アラームボタンのインジケーターラン
プが早く点滅しているのは、車を離れ
ている間にアラームが作動したことを
示しています。
イグニッションをオンにすると、インジ
ケーターランプの点滅は解除されます。
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●外部検知アラームだけのセット
車内にペットなどを残したり、ウィンドウ
を少し開けた状態で車を離れるときは、
内部検知アラームをキャンセルする必要
があります。
1．イグニッションをオフにしてから、
10秒以内にアラームボタン①を押し
てインジケーターランプを連続点灯
させます。

2．車の外へ出て、リモコンでドアロッ
クします。

アラームボタン①のインジケーターラン
プが、1秒間に1回点滅して外部検知だ
けのアラームがセットされます。
外部検知アラームだけのセットは、イグ
ニッションをオフにするたびに行ってく
ださい。

●アラームの自動セット*
ドアまたはテールゲートが閉じられてか
ら2分後に、アラームが自動的にセット
されます。
ドアやテールゲートを開けたときに、偶
然にアラームが作動しないように、開け
る前にリモコンの解錠ボタンをもう一度
押してください。

リモコンのロックボタンを押すと、ド
アやテールゲートの状態に関わらず
45秒後にアラームがセットされます。
洗車時などにアラームを作動させない
ためには、キーでドアロックするか内
部検知をキャンセルしておきます。

●リモコンの故障
アラームのセット状態でリモコンによる解
錠ができないときは、次のようにアラーム
を解除します。
1．キーでドアを開け（アラームが作動）
ます。

2．イグニッションをオンにすると、解除
します。

●バッテリーの作業
バッテリーの接続を外す際は、あらかじ
めアラームを解除しておいてください。
再接続後は、リモコンを使用して施錠・
解錠を行ってください。次回からアラー
ムがセットされます。

*仕様により異なります。
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電動スライドドア／ドアロック

電動スライドドア
電動スライドドアの操作は、室内外のド
アハンドルかリモコンで行います。
室内外のドアハンドルでドアの開閉をす
る場合は、ドアが完全に開閉していると
きに電動でドアがスライドします。
ドアの開閉中は、警告音がします。

●走行中（時速5Km以上）はスライド
ドアは開閉しません。
●途中で停止したスライドドアを再操
作して閉めるとき、ドアは少しだけ
開いてから閉まります。
●ドアが開きだしたらハンドルから手
を離してください。力を加えると開
閉動作が停止します。
●途中で止まったときは、リモコンか
スイッチで操作してください。

室外からの開閉
ロックが解除されているときにドアハン
ドルを車の後方に引くと、ドアは自動的
に開きます。

ドアハンドルを強く車の前方に向かって
押すと、ドアは自動的に閉まります。

ドアの開閉中は、手をドアハンドルか
ら離してください。開閉中のドアに引
き込まれて、ケガをするおそれがあり
ます。

室内からスライドドアを開けるとき
ドアハンドルを手前に引いてください。

室内からドアを開けるときは、ドアハ
ンドルの握り方に注意してください。
（手の甲を外側にしてください。下図
参照）
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前席からの開閉
ダッシュボードのドアスイッチBでスライ
ドドアの開閉ができます。

開：スイッチを引きます。
閉：スイッチを押します。
途中停止：開閉中にスイッチを押します。

走行中（時速5Km以上）はスライドド
アは開閉しません。

リモコンによる開閉
リモコンのボタンC（助手席側）とD（運転
席側）でドアの開閉ができます。
ボタンを押すと警告音が鳴ってドアが開
閉を始めます。
次に押す（2度目）と途中停止します。
さらに押す（3度目）と逆方向に動きま
す。

ドアを開閉する前に周囲の安全を確認
してください。

走行中に室内のドアハンドルを引いた
場合、ドアは少しだけ開いて停止しま
す。
半ドア警告が作動します。
再度ドアの操作を行うためには停車す
る（時速5Km以下）必要があります。

オートクロージャー
半ドアを防止するためにスライドドアが
閉まるとモーターの力でドアを内側に引
き込んで密着させます。

指先や衣類の挟み込みに注意してくだ
さい。
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●電動スライドドアの取り扱い

駐停車位置
スライドドアを開けたときのドアの側面
は、ドアミラーから約1cm外側にあります。
駐停車してスライドドアを開けるときは、
縁石の高さや壁などに注意してください。

スライドドアを開けたときの後方のドア
位置は、リアバンパーから97mm内側に
あり、後ろにはみ出ることはありません。

挟み込み防止・障害物検出機能
スライドドアの動きを妨げると、検出シ
ステムが起動します。

ドアが閉じる途中に障害を検出
ドアは停止後、完全に開きます。

ドアが開く途中に障害を検出
ドアは停止します。
障害となった物を取り除いて、リモコン
の開閉ボタンを押すか室内のドアスイッ
チで再操作してください。

坂道での開閉
勾配20%の坂道まで、スライドドアは
電動で開閉します。

登り坂でスライドドアを開閉するときは、
平地よりも開く速度が速く、閉まる速度
が遅くなります。

下り坂でスライドドアを開閉するときは、
平地よりも開く速度が遅く、閉まる速度
が速くなります。勾配がきついときは開
いたドアが自重で閉まることがあります。



112-

各部の開閉のしかた

２

マニュアルでの開閉
事故などで衝撃が加わると、スライドド
アの電気システムが解除されます。
手動で開閉してください。

●その他の操作
バッテリー電圧の低下
バッテリー電圧の低下でスライドドアが
閉まらないときは、手動で閉めてくださ
い。その後、できるだけ早くバッテリー
に充電してください。

バッテリーの接続をはずした後の初期化
スライドドアが半開きのままバッテリー
の接続をはずしたり、エコノミーモード
に入ったときは、一度手動でドアを閉め
てからエンジンを始動してください。

ドアが動作しないとき
リモコンや室内のドアスイッチで操作で
きないときは、次の手順で初期化してく
ださい。
1．エンジンを始動します。
2．手動でドアを完全に開きます。
3．手動でドアを完全に閉めます。

もし、初期化してもスライドドアが動作
しないときは、プジョーディーラーに連
絡してください。

●スライドドアを開閉する前に、安全に開閉できるように車外および車内のスライドド
ア付近の状態を必ず確認してください。

●スライドドアを開閉するときは、お子さまや動物をドアから離すか保護者が必ず付き
添ってください。また、同乗者に声をかけるなど周囲の安全を確かめてスライドドア
に指や手などを挟まないように十分注意してください。

●オートクロージャー作動中は挟み込み防止・障害物検出機能が働きません。スライド
ドアが完全に閉まるまでドアから目を離さないでください。

●ウィンドウを開けた状態でスライドドアが動いているときは、ウィンドウから手や顔
などを出したり物の出し入れをしないでください。

●スライドドアを開閉しているときに、室内外から手で押さえたりして動きを妨げない
でください。

●人の出入りや荷物の出し入れは、スライドドアが完全に開いてから行ってください。
●スライドドアは、車が停車しているときのみに開閉してください。
●坂道でのスライドドアの開閉は、坂の傾斜により開閉速度が平地よりも速くなります。
電動操作が間に合わなかったり、挟み込み防止・障害物検出機能が働かないことが
あります。特に下り坂では開いたドアが自重で閉まることがあります。手などの引き
込みにご注意ください。

●急な下り坂で駐停車するときはスライドドアを開けたままにしないでください。
　自重でドアがひとりでに閉まることがあります。
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ドアロック

マニュアルロック
ロックボタンAを押すと、赤い警告灯が
点灯してスライドドアとテールゲートの
施錠ができます。解錠するときは、再度
ロックボタンAを押します。
外部からロック（警告灯が点滅）されて
いるときは、ロックボタンAは使用でき
ません。リモコンかキーを使用して解錠
してください。

オートドアロック機能
時速10Km以上で走行すると、スライド
ドアは自動的に施錠されます。
イグニッションがオンのときにロックボ
タンAを押し続けると、警告音とともに
マルチファンクションディスプレイにメッ
セージが表示されて、オートドアロック
機能をオンにしたりオフにすることがで
きます。

ドアをロックしたまま走行すると、
万一の事故の際に車外からドアを開け
ることができないため、救助が困難に
なることがあります。

半ドア警告
ドアを完全に閉めずに走行すると、警告
音と共にマルチファンクションディスプレ
イにメッセージが表示されます。
ルームランプも点滅します*

マニュアルロック（非常時）

バッテリー上がりなどセントラルロック
が作動しないときは、ドア端部の穴に
キーを差し込んで、1／4回転させてから
手でスライドドアを閉めると施錠できま
す。

*仕様により異なります。
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パワーウィンドウ

①：運転席側ウィンドウ開閉スイッチ
②：助手席側ウィンドウ開閉スイッチ

マニュアルウィンドウ開閉
スイッチを軽く押したり引いている間だ
けウィンドウが開閉します。スイッチから
手を離すと同時にウィンドウも停止しま
す。

オートウィンドウ開閉
スイッチを1回強く押すか引くと、ウィン
ドウは自動的に全開閉します。途中で止
めるときは、スイッチを再度押します。

●ドアが開いているときには、そのド
アのパワーウィンドウの操作はでき
ません。ドアが完全に閉まってから
ウィンドウの操作をしてください。

●イグニッションをオフにしてから約1
分間、パワーウィンドウの操作がで
きます。

挟み込み防止機能
ウィンドウが閉まる途中で何かを挟み込
むと、危険防止のために停止して少し下
がります。
パワーウィンドウを閉めようとして挟み
込み防止機能が働いてしまう場合は、一
度完全に開いてからスイッチを引き続け
てウィンドウを閉じ、さらに1秒間そのま
まにしてください。

パワーウィンドウを閉めようとしても
挟み込み防止機能が働いてしまう場合
は、一度完全に開いてからスイッチを
引き続けてウィンドウを閉じ、さらに1
秒間そのままにしてください。

事故防止のため、特にお子さまを乗せ
ている場合は、車を離れるときにはた
とえ短時間でもイグニッションキーを
抜いてください。



142-

各部の開閉のしかた

２

パノラミックサンルーフ*

このサンルーフは2つの部分に分かれて
います。
・前席側がスライドして開きます。
・後席側は固定されており開きません。

前席・後席側の内側のサンシェードは手
動で開閉できます。
ただしサンルーフを開けているときは、
前席側のサンシェードを閉めることはで
きません。

サンシェードを開くとき
ツマミを持ち上げて2の方向に引き出し
て固定します。
サンシェードを閉じるとき
ツマミを引いてロックをはずし、元に戻
します。前席も同様です。

パノラミックサンルーフを開くとき
スイッチを回して、開く度合いを9段階
から選択できます。

パノラミックサンルーフを閉じるとき
スイッチを「O」に合わせます。

挟み込み防止機能
パノラミックサンルーフが閉まる途中で
何かを挟み込むと、危険防止のために停
止して少し戻ります。

車を離れる際、サンルーフの閉め忘れ
にご注意ください。

●バッテリーの接続をはずした後の
初期化

1．スイッチを「O」にし、パノラミック
サンルーフを閉じます。

2．パノラミックサンルーフが閉じたら、
直ちにスイッチを押し続けて完全に
開くまで待ちます。

パノラミックサンルーフから身を乗り
出したまま走行しないでください。急
ブレーキ時や衝突時に転落して、大け
がをするおそれがあります。

バッテリーの接続をはずした後の初期
化を行っている間は、挟み込み防止機
能が働きません。ご注意ください。

*仕様により異なります。
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パノラミックサンルーフが滑らかに移
動するよう、ガイドなどの汚れに注意
してください。
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ボンネット

●ボンネットを開けるには
1．助手席側のダッシュボード下にある
ボンネット解除レバーを手前に引い
てロックを解除します。

2．ボンネットの下のロックレバーAを押
し上げてからボンネットを持ち上げ
ます。

●ボンネットを固定するには
ボンネットを開き、支柱をハウジングに
固定します。
閉めるときには、支柱を元の位置に戻し
ます。

●ボンネットを閉めるには
ボンネットを引き下げ、下から30cmぐ
らいの位置で手を離すと、重みで自然に
閉まります。
上から押さないでください。

ボンネットを閉めたあと、ロックされ
たことを確認してください。
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テールゲート

テールゲートのロックは、ドアのロック
と連動しています。ロックを解除すると
きは、リモコンや室内のロックボタンで
操作してください。

●テールゲートの開けかた

ボタン①を押してからテールゲートを持
ち上げます。

●テールゲートが解錠しないとき

テールゲートのロックが解錠できないと
きは、次のように行います。

1．リアシートを倒し、テールゲートの
内側からロック機能にアクセスでき
るようにします。

2．小さなドライバーを穴Aに差し込ん
で横に動かすと解錠します。

テールゲート閉め忘れ警告
テールゲートを確実に閉めずに走行する
と、警告音と共にマルチファンクション
ディスプレイにメッセージが表示されま
す。

●テールゲートは、時速10Km以上で
自動的に施錠されます。

●テールゲートは時速10Km以下で
ドアを開けたり、ロックボタンを押
すことによって解錠されます。
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フュエルリッド（給油口）

フュエルリッド
給油口のリッドを開きます。

フュエルキャップ
1．キーをフュエルキャップに挿し、左
に回します。

2．はずしたキャップは、キーを付けた
ままフュエルリッドの内側に掛けて
おきます。

3．給油ノズルのオートストップが3回働
いたら、それ以上給油口にあふれる
まで給油しないでください。

 燃料タンクの容量は約40リットルで
す。

4．給油が終わったらキャップを閉め、
キーを抜き、給油口のリッドを閉じ
ます。

●給油は必ずエンジンを停止して行っ
てください。

●給油口にあふれるまで給油しないで
ください。ガソリンが熱で膨張し、
あふれて火災を起こすおそれがあり
ます。

●給油後は、フュエルキャップが確実
に閉まっていることを確認してくだ
さい。

●給油口のリッドが開いているときに
は、助手席側のスライドドアは開き
ません。

●フュエルゲージに不具合が発生する
と、ゲージの針がゼロ以下を示しま
す。プジョーディーラーに連絡して
ください。
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エンジンの始動
●イグニッションキーの位置
ストップ位置：イグニッションはオフとな

ります。
1ノッチ目：アクセサリーがオンとなり、

ラジオやパワーウィンドウな
どのアクセサリー装備が使
用できます。

2ノッチ目：イグニッションがオンとなり、
警告灯類が点灯します。

始動位置：エンジン始動後、手を離すと
2ノッチ目に戻ります。

●エンジンの始動
1．シフトレバーを「N」の位置にします。
2．パーキングブレーキがかかっている
ことを確認します。

3．ブレーキペダルを踏みながらイグニッ
ションキーを始動位置まで回します。

4．スターターが回り、エンジンが始動
します。

5．エンジンが始動したら、キーから手
を離します。

安全のためブレーキペダルを踏んでい
ないとエンジンが始動しません。

●走行中はイグニッションをオフにし
ないでください。エンジンが停止す
ると、ブレーキの倍力装置が作動せ
ず、事故を起こすおそれがあります。
●走行中はキーを抜かないでくださ
い。ステアリングがロックされ、ハ
ンドル操作ができなくなり事故を起
こすおそれがあります。また、ステ
アリングロックの改造をしないでく
ださい。

●エンジンを始動するときは、必ず
パーキングブレーキが引いてあるこ
とを確認してください。
●換気の悪い場所ではエンジンをか
けないでください。

ステアリングロック
盗難防止のために、キーを抜くとステア
リングがロックされて動かなくなります。
ロックを解除するときは、ステアリング
をわずかに回しながらキーを回します。

2トロニック・トランスミッ
ション

5速のマニュアルトランスミッションを
基本として、クラッチとシフトの操作を
電子制御で機械的に行う、セミオートマ
チックタイプのトランスミッションです。
以下の2種類のドライビングモードを備
えています。

・シーケンシャルモード：従来のマニュア
ルトランスミッション同様、運転者が
ギアを選択しますが、クラッチ操作は
機械が行います。ギアのシフトは、シ
フトレバーやステアリングコラムのパド
ルで行い、1段ずつ順（シーケンシャル）
にシフトアップやシフトダウンします。

・オートモード：走行速度に応じて自動的
にシフトアップやシフトダウンが行われ
るので運転者はシフト操作を行う必要
がありません。ただし、オートマチック
車のようなクリープ現象はありません。

どのモードで走行していても、追い越し
や急カーブなどでは、手動でシフトアッ
プやダウンをして適切なギアを選択する
ことが可能です。
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●コントローラーの構成

シフトレバー①：ニュートラルとリバース
の選択、シフトアップや、シフトダウン
の操作を行います。
「AUTO」ボタン②：オートモードとシー
ケンシャルモードを切り換えます。

●コントローラーの操作方法

シフトレバー①
N：ニュートラル（中立）
シフトレバーを右に動かすと
ニュートラルになります。ス

テータスインジケーターのギアポジショ
ンに「N」が表示されます。

R：リバース（後進）
車両が停止しているときに、ブ
レーキペダルを踏んだままシフ

トレバーを右に動かしてから後方に引き
ます。ステータスインジケーターのギア
ポジションに「R」が表示されます。

モード切り換えボタン②
「AUTO」ボタンを押すた
びに、オートモードとシー

ケンシャルモードが切り換わります。オー
トモードのときは、ステータスインジ
ケーターに「AUTO」が表示されます。
シーケンシャルモードを選択すると消灯
します。

＋／－：手動変速
シフトレバーを前方に動かすとシフトアッ
プ、後方に引くとシフトダウンします。
ステータスインジケーターのギアポジ
ションに「1～5」が表示されます。

パドル③：シフトダウンを行います。
パドル④：シフトアップを行います。

パドル③
手前に引くと、シフトダウンします。

パドル④
手前に引くと、シフトアップします。

パドルでは「N」や「R」にしたり、「R」
から他のギアにシフトすることは出来
ません。

1速 2速 3速 4速 5速
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●発進の仕方

1．ブレーキをしっかりと踏んだままエ
ンジンを始動します。エンジンが始
動した際は、2トロニックトランス
ミッションは常にオートモードの「N
（ニュートラル）」にセットされ、ス
テータスインジケーターに「AUTO」
と「N」が表示されています。

2．ブレーキを踏んだまま、シフトレ
バーを「1」（後進する場合は「R」）
に入れてパーキングブレーキを解除
します。ステータスインジケーターに
「AUTO」と「1」（または「R」）が表
示されていることを確認してくださ
い。

3．ブレーキペダルを離し、アクセルペ
ダルを踏むと発進します。

シーケンシャルモードのときは、「 2」
で発進することができます。

●坂道での発進
ブレーキを踏んだまま、シフトレバーを
「1」（後進する場合は「R」）に入れてパー
キングブレーキをしっかりとかけます。
ブレーキペダルを離し、アクセルを徐々
に踏んで車が動き出したらパーキングブ
レーキをゆっくり解除して発進します。

車が動き出す前にパーキングブレーキ
を解除したり、急にアクセルを緩めた
りすると、車が下がって他の車などに
ぶつかるおそれがあります。

オートマチック車ではありませんので、
アクセルペダルを踏んで坂道で車を静
止させないでください。

●低速での上り坂走行
自走式立体駐車場など発進直後に上り
坂がある場合、オートモードでは「2」
から「1」に戻る際に一瞬減速・停車する
ことがあります。あらかじめシフトダウ
ンするか、シーケンシャルモードで「1」
を維持して走行することをおすすめしま
す。

●シーケンシャルモードへの切り換え
「AUTO」ボタンを押すと、シーケンシャ
ルモードに切り換わります。このときメー
ターパネルのステータスインジケーター
の「AUTO」が消灯し、選択したギアが
表示されます。
シフトレバーやパドルでギアを選択して
ください。ギアチェンジの際、アクセル
ペダルを緩めるとスムーズにシフトしま
す。

選択したギアへのシフトは、速度とエ
ンジン回転数が見合う時にのみ可能
です。高いギアを選択していても、速
度が低下すると自動的に低いギアに
切り換わります。
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●オートモードへの切り換え

オートモード
シーケンシャルモードから切り換えると
きは、「AUTO」ボタンを押します。こ
のときメーターパネルのステータスイン
ジケーターに「AUTO」が点灯します。
オートモードでは、「運転スタイル」「道
路特性」「車両重量」を勘案して最適な
ギアが自動的に選択されます。快適に走
行するためには、急激なアクセル操作を
避けてください。

オートシーケンシャルモード
オートモードで走行中であっても、シフ
トレバーかパドルでギアをシフトすると、
一時的にシーケンシャルモードになりま
す。このときステータスインジケーター
は「AUTO」のままで変わりません。
しばらくすると、オートモードへ自動的
に切り換ります。

オートマチックスノーモード
オートモードで走行中にグリッ
プの悪い滑りやすい路面を通

ると、自動的にスノーモードになります。
ステータスインジケーターには「AUTO」
と「 」が表示されます。

●運転の終了
エンジンを停止する前に、ギアを「N」
か状況に応じて「1」または「R」にして
ください。このとき、必ずパーキングブ
レーキを使用してください。

●バッテリーの接続をはずした後の
初期化

バッテリーの接続をはずした後は、ギア
ボックスの初期化が必要です。

1．イグニッションをオンにします。メー
ターパネルのステータスインジケー
ターに「AUTO」「 」「－」が表示
されます。

2．ブレーキペダルを踏みます。
3．ステータスインジケーターに「N」
またはギア表示が表れるまで約30
秒待ちます。

4．ブレーキペダルから足を離します。

●トランスミッションの故障
イグニッションをオンにして、メーター
パネルのステータスインジケーターの
「AUTO」と「 」が点滅しているときは
2トロニックトランスミッションに不具合
が発生しています。直ちにプジョーディー
ラーへ連絡してください。

●エンジン始動時は、必ずギアを「 N」
にしてブレーキペダルを踏んでくだ
さい。

●走行中は、シフトレバーを「 N」に
入れないでください。エンジンブ
レーキが効かなくなり、ブレーキの
フェード現象が起きやすくなり事故
を起こすおそれがあります。

●車両が完全に停止する前にシフトレ
バーを「 R」に入れないでください。
トランスミッションを破損するおそ
れがあります。

●駐停車時は必ずパーキングブレーキ
を使用してください。坂道などでは、
車が発進して人や物に衝突するおそ
れがあります。

●エンジンがかかっているときは、お
子さまを車内に残して車を離れない
でください。急発進して人や物を傷
つけるおそれがあります。
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ステアリング／ホーン

チルトステアリング

1．ロックレバーAを手前に引くと、チルト
ステアリングのロックが解除されます。

2．ステアリングホイールの高さや奥行
きを調整します。

3．ロックレバーAを押し下げてロックし
ます。

チルトステアリングの調整は、必ず停
車中に行ってください。

ホーン
ステアリングホイールのパッドを押してく
ださい。

ブレーキ／ABS

パーキングブレーキ
レバーを引き上げるとパーキ
ングブレーキがかかり、同時
にブレーキ警告灯が点灯しま
す。

パーキングブレーキを解除するときは、
レバーを少し引き上げ、ボタンを奥まで
押してレバーを完全に下ろします。
ブレーキ警告灯が消灯することを確認し
てください。

警告音とともにブレーキ警告
灯と「STOP」の警告灯が点
灯し、マルチファンクション
ディスプレイにメッセージが表

示されたときは、パーキングブレーキが
かかったままになっているか、完全に解
除されていません。

坂道に駐車するときは、タイヤを路肩
に斜めに当ててパーキングブレーキを
かけてください。

ABS（アンチロックブレーキシステム）
電子式制動力制御装置（EBFD）を備え
たABSシステムです。このシステムは、
ホイールがロックしそうになると自動的
にABSが作動して、滑りやすい路面で
の操縦安定性を向上させます。
タイヤやホイールを交換するときには、
同じ仕様の製品をお使いください。

次の警告灯が点灯すると、ブレーキシス
テムの故障です。直ちに停車してプジョー
ディーラーに連絡してください。

警告音とともにABS警告灯が
点灯し、マルチファンクション
ディスプレイにメッセージが表
示されたときはABSの機能に

異常があります。ブレーキを掛けたとき
に車のコントロールを失う可能性があり
ます。

警告音とともにブレーキ警告
灯と「STOP」の警告灯が点
灯し、マルチファンクション
ディスプレイにメッセージが表

示されたときはEBFDの機能に異常があ
ります。ブレーキをかけたときに車のコ
ントロールを失う可能性があります。
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ブレーキアシスト
ブレーキアシストシステムは、急ブレー
キをかけたときのペダルの動きに応じて
作動し、ブレーキの効きを最大限に高め
て停止距離を短縮する装置です。

ABSやブレーキアシストは、どのよう
な状況下でも制動距離を短くする装
置ではありません。路面の摩擦によっ
ては、制動距離が伸びることがありま
すので、滑りやすい路面では慎重に運
転してください。
この装置は、車両にあった仕様のタイ
ヤを適正な状態で使用しているときに
効果を発揮します。

ABSシステムが作動するとブレーキ
ペダルが振動することがありますが、
正常な作動であって故障ではありませ
ん。そのままブレーキペダルを強く踏
み続けてください。

ESP／ASR（スタビリティコ
ントロールシステム）*

ESPシステム
ESPシステムは、車の動きと運転者の意
図するコースとに著しい差が発生すると
自動的に作動して、ABSシステムと連携
してブレーキやエンジンを制御し、車の
安定性をある程度確保する装置です。
また、急加速時のホイールスピンを防止
して、車の走行安定性を向上させる機能
も備えています。
ただし、ESP作動時の操縦安定性の確保
には限界がありますので、このシステム
を過信しないでください。

ESP警告灯
ESP／ASRシステムが作動す
ると、ESP警告灯が点滅して
運転者に注意を促します。

●ESPシステムの解除

雪道や泥道で動けなくなったときなど
に、ある程度ホイールスピンをさせてタ
イヤの接地力を回復させる必要が発生し
ます。このようなときに、手動でESPシ
ステムの解除ができます。

ダッシュボードの「ESP OFF」
スイッチを押すと、スイッチの
インジケーターと警告灯が点
灯します。

*仕様により異なります。
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●ESPシステムの復帰
「ESP OFF」スイッチを使用して解除し
たシステムは、次の状態で自動的に復帰
します。
・イグニッションをオフにしたとき。
・時速50Km以上で走行したとき。
・もう一度「ESP OFF」スイッチを押し
たとき。

●ESPシステムの異常
システムに異常が発生したと
きは、警告音が鳴り警告灯が

点灯し、マルチファンクションディスプレ
イにも表示されます。
プジョーディーラーでシステムの点検を
受けてください。

ESPシステムは、通常の運転状況下
において安全性を向上させるもので、
オーバースピードや危険な運転を補正
する装置ではありません。
急カーブや滑りやすい路面では、従来
と同様に慎重に運転してください。
この装置は、タイヤやホイール、ブレー
キ部品、電子部品などの仕様が正しく、
かつプジョーディーラーで適正な整備
や修理を受けた状態で使用したとき
に効果を発揮します。事故のあとや
大きな衝撃を受けたときは、プジョー
ディーラーでシステムの点検を受けて
ください。
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クルーズコントロール*

クルーズコントロールは、運転者によっ
て時速40Km以上で設定された速度（ 2
速以上）を、アクセルペダルを踏まなく
ても道路の状態に関わりなく常に一定に
保って走行する機能です。

●クルーズコントロールの設定と解除

スイッチ①を「ON（ONが 見 える 位
置）」にすると、クルーズコントロール
機能が作動します。
スイッチ①を「OFF」にすると、クルー
ズコントロール機能が解除されます。

交通量が多い道路や滑りやすい路面
では、クルーズコントロールを使用し
ないでください。思わぬ事故を起こす
おそれがあります。

●走行速度の設定
希望する速度（時速40Km以上）で走行
中にステアリングのボタン②か③を押す
と、その速度が記憶されて自動的にその
速度を維持します。

●設定速度の変更
加速：希望する速度までボタン②を押し

続けます。
減速：希望する速度までボタン③を押し

続けます。

クルーズコントロールを使用中でも、
アクセルペダルを踏むと加速ができま
す。アクセルペダルを離すと元の速度
で走行します。

●設定速度の解除
ステアリングのボタン④を押すか、ブ
レーキペダルを踏むと、設定速度が解除
されます。

●設定速度の呼び出し
設定速度の解除後にボタン④を押すと、
最後に設定した速度に戻ります。

*仕様により異なります。
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バックソナー*

後退時にリアバンパーに埋め込まれた4
個のセンサーが後方の障害物（歩行者、
車両、立木、門など）を検知します。

センサーに汚れや雪が付いていないよ
うにしてください。検知能力が低下し
ます。

*仕様により異なります。

検知

エンジン回転中にシフトレバーを「R」
に入れると、警告音が鳴り、ボタンAの
インジケーターランプが点灯してシステ
ムが作動します。
障害物に接近するとともに警告音の断続
する間隔が短くなり、およそ30cm以内に
接近すると連続した警告音に変わります。
このシステムは、シフトレバーを「N」
に戻すと解除されますが、ボタンAを押
して一時的に解除することもできます。

●バックソナーの強制解除
イグニッションをオンにして、ボタンAを
4秒以上押すと永続的に解除できます。
再設定するときは、ボタンAを押します。

障害物の形状によってはセンサーが検
知できないことがあります。システム
を過信せず、目視で障害物の有無を
確認してください。

●バックソナーの故障
シフトレバーを「R（リバース）」に入れた
ときにボタンのインジケーターランプが
点滅し、警告音（長い音 → 短い音）が鳴
ると、システムに不具合が発生していま
す。プジョーディーラーで点検を受けて
ください。
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メーターパネル

1．走行距離リセット（オドメーター表示
ボタン／トリップメーターリセットボ
タン）

2．自動診断警告灯
3．ABS警告灯
4．ESP／ASR警告灯*
5．ブレーキ警告灯（パーキングブレー
キ／ブレーキ液量／EBFD）

6．冷却水温警告灯
7．エンジン油圧警告灯
8．バッテリー警告灯
9．左方向指示器インジケーター

10．燃料計
11．燃料残量警告灯
12．STOP警告灯
13．スピードメーター
14．ステータスインジケーター（エンジ

ンオイル レベルゲージ／サービスイ
ンジケーター／2トロニック・トラン
スミッションインジケーター／オド
メーター／トリップメーター）

15．タコメーター
16．右方向指示器インジケーター
17．ロービームインジケーター

18．ハイビームインジケーター
19．フロントフォグランプインジケー

ター
20．リアフォグランプインジケーター
21．シートベルト警告灯
22．助手席エアバッグ解除警告灯*
23．エアバッグ警告灯（フロント・サイド・

カーテン）
24．メーターパネル明るさ調整ボタン

*仕様により異なります。
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ステータスインジケーター
（メーターパネルのディスプレイ）

イグニッションをオンにすると、次の機
能が連続して表示されます。
・エンジンオイルレベルインジケーター
・サービスインジケーター
・走行距離（オドメーターとトリップメー
ター）
・2トロニック・トランスミッションのシ
フトポジション

走行距離は、イグニッションをオフ、
運転席側ドアを開閉、車をロックした
ときにも約30秒間表示されます。

エンジンオイルレベルインジケーター
イグニッションをオンにすると、エンジ
ンオイルレベルが約5秒間表示されます。

オイル不足

表示の点滅は、オイル量の不足を示して
います。オイル量によっては、エンジン
を破損するおそれがありますので、実際
にレベルゲージで測定して必要ならばオ
イルを補充してください。

オイルレベルインジケーターの故障

インジケーターの指示で実際にエンジン
オイルを点検して正常だったときは、イ
ンジケーターの故障です。
プジョーディーラーで点検を受けてくだ
さい。

エンジンオイルを実際に点検するとき
は、水平な場所でエンジンを停止して
から15分以上待ってから行います。
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サービスインジケーター

サービスインジケーターは、お客様に次
回のメーカー推奨点検時期がいつ頃かを
お知らせするものです。

●作動
イグニッションをオンにした後の5秒間、
スパナのマークが表示され、次回の点検
までのおよその残りキロ数が表示されま
す。

例：次回の点検までおよそ4800キロで
あることを示しています。この表示
は5秒間表示されます。

イグニッションをオンにしてから10秒後
に本来の機能に戻り、オドメーターまた
はトリップメーターが表示されます。

次回の点検が1000Km未満のとき
例：次回の点検まで900キロであること
を示しています。

イグニッションをオンにしてから10秒後
に本来の機能に戻りますが、スパナの
マークは表示されたままになります。
これは次回の点検が近いことをお知らせ
しています。

●点検時期を経過した場合
イグニッションをオンにした後の5秒間、
スパナのマークと点検時期経過後のおよ
その走行キロ数が点滅します。

例：点検時期を経過してからおよそ300
キロ走行したことを示しています。
この表示は5秒間表示されます。

イグニッションをオンにしてから10秒後
に本来の機能に戻りますが、スパナの
マークが点灯します。
点検時期のお知らせは、走行距離と前回
の点検時期から割り出されています。

最後の点検から2年を経過た場合でも
スパナのマークが点灯します。
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●サービスインジケーターのゼロリ
セット

サービスインジケーターのリセットはプ
ジョーディーラーが点検終了後に行いま
すが、お客様がご自分でリセットする際
には以下の方法で行います。
1．イグニッションをオフにします。
2．メーターパネルのリセットボタンを押
し続けます。

3．イグニッションをオンにします。
4．数字のカウントダウンが始まります。
5．表示が「＝0」になり、スパナのマー
クが消えます。

6．リセットが完了したら、押していたリ
セットボタンを離します。

●プジョーディーラーでは、車の定期
点検が完了した際にサービスインジ
ケーターをリセットして、次の定期
点検時期をお知らせするようにして
います。

　もし、サービスインジケーターを継
続してご使用になりたいときは、車
をお預けの際にプジョーディーラー
の担当者にお伝えください。

●リセット直後にバッテリーをはずす
と、リセットが無効になります。ド
アをロックして少なくとも5分以上
待ってから、バッテリーをはずして
ください。

トリップメーターリセットボタン

ボタンを押すと、オドメーターとトリップ
メーター表示が切り換わります。
トリップメーターをリセットするには、ト
リップメーター表示のときにゼロになる
まで押します。

メーターパネル明るさ調整ボタン

ライトスイッチをオンにしてボタンを押し
続けると、メーターパネルの明るさが変
化します。
ボタンから指を離すと、その明るさに設
定されます。
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ABS（アンチロックブレーキ）
警告灯

警告音が鳴り点灯したままか、時速
12Km以上の速度で走行中に警告音と
ともに点灯したときは、アンチロックブ
レーキは作動しません。ブレーキは、通
常のサーボアシスト付きブレーキとして
機能します。
直ちにプジョーディーラーへ連絡してく
ださい。

ESP／ASR警告灯*

ESP／ASRのシステムが作動すると点
滅しますが、システムに異常が発生した
ときは点灯します。

*仕様により異なります。

冷却水警告灯

冷却水の異常な上昇が起きると、STOP
警告灯とともに点灯します。
点灯したときは、直ちに車を停止させて
プジョーディーラーに連絡してください。

ブレーキ警告灯（パーキング
ブレーキ／ブレーキ液量／
EBFD）

下記が原因でSTOP警告灯とともに点灯
します。
・パーキングブレーキがかかっている/完
全に戻っていない。直ちにパーキング
ブレーキを解除してください。
・ブレーキ液不足か電子式制動力制御装
置（EBFD）異常になっている。直ち
に車を停止させて、プジョーディーラー
に連絡してください。

警告灯類

イグニッションをオンにすると警告灯類
は数秒間点灯し、異常がないと消灯しま
す。

STOP警告灯

「STOP」警告灯は、下記の内容をチェッ
クし表示します。
・エンジンの油圧と温度
・冷却水の水量
・冷却水の温度
・パーキングブレーキ、ブレーキ液、電
子式制動力制御装置（EBFD）
点灯したときは、直ちに車を停止させて
プジョーディーラーに連絡してください。

エンジン油圧／油温警告灯

油圧不足、油温の異常な上昇が起きると、
警告音が鳴りSTOP警告灯とともに点灯
します。
点灯したときは、直ちに車を停止させて
プジョーディーラーに連絡してください。
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バッテリー警告灯

エンジンの始動後に点灯しているとき
は、以下の原因が考えられます。
・充電回路の不良
・バッテリーまたはスターターのターミ
ナルの緩み
・オルタネーターベルトの切れ、緩み
・オルタネーターの故障
プジョーディーラーに連絡してください。

自動診断警告灯

イグニッションのオン後、エンジンがス
タートするまで点灯しています。
走行中に点灯したときは、点火系統また
は燃料噴射系統の故障です。そのまま
走行を続けると触媒装置がダメージを受
けることがあります。プジョーディーラー
で点検を受けてください。

燃料残量警告灯

この警告灯が点灯したときは、燃料が少
なくなっています。
車両や走行条件にもよりますが、約
50Km以内の走行が可能ですが、早め
に燃料を補給してください。
燃料タンクの容量は約40リットルです。

高速道路など自動車専用道路での燃
料切れは、道路交通法違反になります。
走行前に燃料が十分あることを確認し
てください。

シートベルト警告灯

運転席に乗車した人が、シートベルトを
着用していないときに点灯します。
時速20Km以上で走行すると、警告音と
ともに2分間点滅します。2分後、警告音
は消えますが警告灯はシートベルトを着
用するまで点灯します。

助手席エアバッグ解除警告灯*

助手席エアバッグの作動をキャンセルし
ていると点灯します。点滅するときは、
直ちにプジョーディーラーで点検を受け
てください。

エアバッグ警告灯

走行中に警告音とともに点灯したとき
は、フロントまたはサイド、カーテンエ
アバッグのどれかに異常が発生していま
す。
プジョーディーラーに連絡してください。

*仕様により異なります。
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ライト類（ヘッドランプ、フォ
グランプ、方向指示器、ハザー
ドランプ）

ライトスイッチ（リングA）
ヘッドランプの操作は、スイッチレバー
のリングAを回して行います。

すべてのランプが消灯します。

ポジションランプ及びテール
ランプが点灯します。

ヘッドランプのロービー
ム／ハイビームが点灯し
ます。ヘッドランプをハイ

ビームに切り換えるときは、スイッチレ
バーを手前に引きます。再度、手前に引
くとロービームに切り換わります。

パッシング
レバーを浅く手前に引くと、パッシング
ライトとして使用できます。

ライト消し忘れ防止
ライトを点灯したままイグニッションをオ
フにして運転席側ドアを開けると、ブザー
が鳴りマルチファンクションディスプレイ
にメッセージが表示されます。

オートライト
この機能は、お客様に納車する際にはオ
ンにしてあります。
周囲が暗くなったりウィンドウワイパーを
連続して使用すると、自動的にポジショ
ンランプやヘッドランプが点灯します。
周囲が明るくなったりワイパーの使用を
やめると、自動的に消灯します。
ただし、昼間の霧や雪のときは、周囲が
明るいのでオートライトが作動しないこ
とがあります。安全のため、マニュアル
でライトを点灯してください。

オートライト機能のオン／オフ
1．キーをアクセサリー位置（1ノッチ目）
にします。

2．ライトスイッチを「0」にします。
3．オートライトスイッチを2秒以上押し
ます。

オートライトスイッチ

オンまたはオフになると、警告音ととも
にマルチファンクションディスプレイに
メッセージが表示されます。
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●バックミラーのウィンドウ側に設置
された照度センサー（雨滴センサー
を組み込み済）を布などで覆わない
でください。オートライトが常に作
動したり予想外のときに作動するお
それがあります。
●照度センサーに異常が発生したとき
は、自動的にヘッドランプが点灯す
るとともに警告音とマルチファンク
ションディスプレイで故障の発生を
通知します。プジョーディーラーで
点検を受けてください。

駐車時照明機能（フォローミーホーム）
周囲が暗いときや夜間にイグニッション
キーをオフにしてから約1分間、ヘッドラ
ンプ（ロービーム）を点灯したまましてお
くことができます。

1．キーを「STOP」位置にします。
2．ライトスイッチを「0」にします。
3．1分以内にパッシングします。
4．ヘッドライトが点灯します。
5．車から降りてロックしてください。

フォグランプ
リングを前方へ回すと点灯し、戻すと消
灯します。点灯状況はメーターパネルの
インジケーターに表示されます。
フォグランプの点灯は、対向車や後続車
にとって非常にまぶしいものです。必要
ないときは、必ずスイッチをオフにしてく
ださい。

リアフォグランプ（リングB）

リアフォグランプが点灯します。ヘッド
ランプがオンのときに点灯できます。

フロント*とリアフォグランプ
（リングC）

フロントフォグランプが点灯します。ポ
ジションランプがオンかヘッドランプが
ロービームのときに、リングを前方へ1
回まわすと点灯できます。

フロントとリアのフォグラ
ンプが点灯します。

ポジションランプがオンかヘッドランプ
がロービームのときに、リングを前方へ
2回まわすと点灯します。

ヘッドランプをハイビームにすると、
フロントフォグランプは消灯します。

方向指示器

右方向に出す場合：ライトスイッチレバー
を上に動かします。

左方向に出す場合：ライトスイッチレバー
を下に動かします。

*仕様により異なります。
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ワイパー／ウォッシャー

フロントワイパー（間欠式）

レバーを以下のように操作します。

2　高速作動
1　通常作動
Ⅰ　間欠作動
0　停止
↓　1回作動

間欠作動は、車速に応じて休止時間が変
化します。

ヘッドランプ照射角度調整

ラゲッジルームに重量物を積んでヘッド
ランプが上向きになったときには、対向
車がまぶしくないように照射角度を下向
きにしてください。

車内から調整するときの目安
0　前席に1人か2人乗車したとき
－　3人乗車のとき
1　4人乗車のとき
2　4人乗車で、荷室に物を積んだとき
3　1人乗車で、後席を倒し荷室にして物
を積んだとき

ハザードランプ

イグニッションキーの位置に関係なくス
イッチを押すとハザードランプが点滅し
ます。
他車に緊急停車中であることを示します。

●ハザードランプ自動点灯機能
急ブレーキをかけると、減速度によってハ
ザードランプが自動的に点滅を始めます。
車両が加速を始めると自動的に解除され
ますが、スイッチを押して解除することも
できます。

*仕様により異なります。
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フロントワイパー（雨滴感知式）

レバーを以下のように操作します。

2　高速作動
1　通常作動
AUTO　自動作動
0　停止
↓　1回作動

ワイパーを「AUTO」の位置にしておく
と、降雨量に応じて自動的にワイパーが
作動します。
イグニッションを1分以上オフにすると、
この機能は解除されます。
一度ワイパーレバーを「0（停止）」に戻し
てから再度セットしてください。

AUTO モード
ワイパーを「AUTO」の位置にすると、
マルチファンクションディスプレイにメッ
セージが表示されます。
不具合が発生すると、間欠作動と同じ
動きとなり警告音が鳴ります。プジョー
ディーラーでシステムの点検を受けてく
ださい。

●メンテナンスポジション
イグニッションをオフにしてから1分以内
にワイパーレバーを操作すると、ワイパー
が中央に停止します。
ワイパーブレードを交換するときはこの
位置にしてください。
作業後にイグニッションをオンにしてワイ
パーレバーを操作すると、元の位置に戻
ります。

リアワイパー

リングAを1段回すとリアワイ
パーが作動します。（間欠式）

リアウィンドウウォッシャー
リアワイパー作動中に、さら
にリングAを1段回すとウィン
ドウウォッシャー液が噴射さ
れます。

ウィンドウウォッシャー
ワイパーレバーを手前に引くとウォッ
シャー液が噴射され、ワイパーが数秒間
作動します。

ウォッシャー液の補充
ウォッシャー液が不足すると、ワイパーを
操作するたびに警告音が鳴るかマルチファ
ンクションディスプレイにメッセージが表
示されます。早めに補充してください。

●バックミラーのウィンドウ側に設置
された雨滴センサー(照度センサー
を組み込み済)を布などで覆わない
でください。雨滴感知ワイパーが作
動しなくなります。

●車を洗車する際は、ワイパーレバー
を停止位置にするか、イグニッショ
ンスイッチをオフにしてください。
水滴によって雨滴感知ワイパーが突
然作動して、ケガをしたり、車を損
傷するおそれがあります。

●フロントウィンドウが凍結している
ときは、氷等が完全に溶けるまで雨
滴感知ワイパーの使用を控えてくだ
さい。
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室内装置のレイアウト
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●前席のインテリアレイアウト

①：サンバイザー
サンバイザーの裏側にはミラーが備え付
けられています。また領収書や、駐車券
をはさむことができる、チケットホルダー
が備えられています。

②：小物用トレイ

③：グローブボックス
ハンドルを持ち上げると開き、中の照明
が点灯します。
CDチェンジャー*とヒューズボックスが
設置されています。
グローブボックスには、筆記用具、車両
の取扱説明書、眼鏡、地図などが収納
できます。

グローブボックスのふたを開けたまま
走行しないでください。急ブレーキ時
や衝突時に身体がぶつかり、ケガをす
るおそれがあります。

④：小物入れ、カップホルダー／灰皿
灰皿は⑩、⑫に移動することが出来ます。

⑤：小物入れ
ハンドルを持ち上げると開きます。内部
には、助手席エアバッグキャンセルスイッ
チ*があります。

⑥：ドアポケット
ドアを開ける前に、ポケットから物が飛
び出していないことを確認してください。

⑦：テーブル
助手席を倒してテーブルとして使用でき
ます。A4サイズの用紙が固定でき、ラ
イティング・テーブルとしても使用できま
す。

⑧：コイントレイ

⑨：小物入れ

⑩：カップホルダー

⑪：シガーライター
イグニッションをアクセサリー位置にす
ると使用できます。

⑫：カップホルダー

⑬：携帯電話トレイ

⑭：小物入れ
小型の飲料水のボトルが置けます。

*仕様により異なります。
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●後席と荷室のインテリアレイアウト

①：リアパーセルシェルフ
取りはずすときは、少し傾けてシェルフ
を持ち上げてから上へ引きます。
シェルフは、リアシートの後か荷室へ平
らに置きます。

②：フック

③：ラゲッジネット固定リング

⑥：床下小物入れ

⑦：アームレスト／小物入れ

⑧：ハンガーフック付後席用グリップ

④：ラゲッジネット
フックをリング③に掛けて荷物を固定し
てください。

⑤：固定用ストラップ
停止表示板や工具箱などの固定に利用し
てください。
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ルームランプ

ルームランプ

①：フロントルームランプ
②：マップランプ
イグニッションがアクセサリー位置また
はオンのときに、各スイッチを押すと点
灯／消灯します。

フロントのルームランプは、イグニッショ
ンキーを抜いたとき、ロックを解除した
とき、ドアが開いたときに点灯します。イ
グニッションをオンにしたり、ドアをロッ
クすると徐々に暗くなって消灯します。

スイッチを押して点灯させたときは10分
後に消灯します。点灯中にスイッチを押
すと、消灯します。

イグニッションキーを抜いているときか
ドアが開いているときにスイッチ①を2
秒以上押すと、ランプはキーやロックド
アに連動せず単独でオン／オフできるよ
うになります。元に戻すには、再度同じ
操作を行います。
マップランプは、イグニッションがオン
のときに常時単独で使用できます。

荷室灯

荷室灯は荷室の左側にあります。
テールゲートを開けると自動的に点灯
し、閉めると消灯します。
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エアコンディショナー
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①：フロントウィンドウ吹き出し口
②：サイドウィンドウ吹き出し口
③：ダッシュボード左右吹き出し口
④：ダッシュボード中央吹き出し口
⑤：ダッシュボード足下吹き出し口
⑥：後席用吹き出し口

ダッシュボード中央と両側の吹き出し口
には、ルーバーが付いています。これを
使用すると、風向や風量の調整、他の吹
き出し口へより多くの風を送るなどがで
きます。

●エアコンはエンジンが始動しているときに使用できます。
●室内の空気の入れ替えが十分に行えるように、装置を適切にコントロールしてください。
●負荷の多いトレーラーを引くときや外気温度が高いとき、エンジンの負荷を軽減す
るためにエアコンが一時停止することがあります。

●冬期のエアコンから吹き出す風量は、エンジンが温まる前の冷たいときは少なく、温
度が上昇するのに合わせて多くなります。

●「OFF」ポジションでは、空気の循環が全く行われません。ウィンドウが曇るので、
一時的な使用にとどめてください。

●暑い日に長時間駐車しますと車内が高温になります。エアコンの効果を上げるために
も、乗車時には一度ウィンドウを開けて室内の換気を行ってください。

●空気の流れをスムーズにするために、次のことに注意してください。
・ボンネット内の外気取り入れ口がふさがれていないか。
・前席下のエアダクトや吹き出し口がふさがれていないか。
・ラゲッジルーム内の空気排出口がふさがれていないか。

●エアコンが取り入れる外気は、エンジンルーム内のエアフィルターを経由しています。
そのためエアフィルターは定期的に交換してください。埃っぽい場所を走行すること
が多いときには、交換時期を通常の半分にしてください。

●エアコンを長期間、快適に使用するためにも、1ヵ月に1度は5分から10分間の使用
を推奨しています。

●湿度が高いときなど、エアコンを使用していると車体の下から無色の水が流れ出る
ことがあります。これは空気中の水分が凝結したもので、異常ではありません。

●エアコンを使用していても冷気が出ないときは、使用を中止してプジョーディーラー
に連絡してください。
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オートエアコン*
オートモードでは、ディスプレイに表示
されている温度になるまで、自動的に内
気／外気の切り換えや風量、吹き出し口
の選択がされます。
エアコンは、エンジンが始動してから作
動します。

オートモードボタン①
ボタンを押すと「AUTO」が
表示されます。
ディスプレイの表示温度を保
つため、自動的に内気／外気

の切り換えや風量、吹き出し口が選択さ
れます。

オートモードは、ウィンドウを閉めた状
態でオールシーズンの作動を効果的に行
いますので、このモードの使用をお勧め
します。

設定内容は、イグニッションをオフに
しても保持されます。ただし、室内温
度と設定温度に大きな差が発生したと
きは、オートモードになります。

*仕様により異なります。

温度調整ボタン②
ディスプレイの表示を希
望の数値に合わせます。
「＋」を押すと温度が上が
り、「－」を押すと下がりま

す。この数値は室内温度ではなく、快適
さのレベルを表しています。「21」に設
定しておくと、快適な室内となりますが、
お好みにより「18」から「24」の間を
設定してください。

室内温度と設定温度に大きな差がある
と、早急に温度差を解消するために設
定値まではオートモードになります。

視界確保ボタン③
天候や乗車状況によっては、
「AUTO」を選択していても
ウィンドウガラスが曇ること
があります。このようなとき

に押すと、システムは自動的に曇りを取
り除くように吹き出し口や風量を選択し
てコントロールします。
ボタンを押すと、ボタンのインジケーター
が点灯します。
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このモードを解除するときは、ボタン③
を押すか、「AUTO（①）」ボタンを押し
ます。ボタンのインジケーターが消灯し、
「AUTO」が表示されます。

空調オフボタン④
このボタンを押すとエアコン
が停止します。
再度押すと、「A／C」が表示
されてエアコンが作動します。

送風切換えボタン⑤
ボタンを押すたびに吹き出し
口が切り換わり、表示されま
す。

・フロントウィンドウとサイドウィンドウ
・フロントウィンドウとサイドウィンドウ、
ダッシュボードの吹き出し口、足下
・フロントウィンドウとサイドウィンドウ、
足下
・足下のみ
・ダッシュボード中央と左右の吹き出し
口、足下

・ダッシュボード中央と左右の吹き出し口

風量調整ボタン⑥・⑦
「＋（⑥）」を押すと風量が
増加し、「－（⑦）」を押す
と減少します。風量の状
況はファンマークの大き

さで表示されます。

空調システムのオフ
「－（⑦）」を押し続けてディスプレイの
ファンのマークが消えると、デフォッガー
を除き空調システムがオフになります。
エアコンを作動させるには、「＋（⑥）」か
「AUTO（①）」ボタンを押します。

空調システムがオフの状態で、長時間
運転するのは避けてください。

内／外気切換えボタン⑧
外気が車内に入るのを防ぎま
す。外のいやな臭いの遮断や
急速に冷暖房するときに使用
します。

ボタンを押して、内気モードと外気モー
ドを切り換えます。このとき、モードに
合わせてシンボルマークが表示されます。

「AUTO」モードに戻るには、「AUTO
（①）」ボタンを押します。

内気モードでの長時間の使用は避けて
ください。換気が行われず、車内の空
気の質の低下やウィンドウが曇ること
があります。

デフォッガーボタン⑨
エンジンがかかっているとき
にボタンを押すと、ボタン⑨
のインジケーターが点灯して
リアウィンドウとドアミラーの

曇りを取ります。スイッチは自動的に切
れます。
途中で止めたいときは、再度ボタンを押
します。
作動中にエンジンを止めると、次にエン
ジンをかけたときに再度オンとなり曇り
を取ります。



105-

室内装置の使いかた

５

マニュアルエアコン*
エアコンは、エンジンが始動してから作
動します。

エアコン  オン／オフ  スイッチ①
ボタンを押すとインジケーター
が点灯し、オンになります。

エアコンは、風量調整ダイアル③が
「 0」だと作動しません。「 0」で使用
するのは避けてください。

温度調整ダイアル②
ダイアルを青色（冷房）から赤
色（暖房）までの好みの位置に
回します。

風量調整ダイアル③
ダイアルを「1」から「4」まで
回し、必要な風量の位置にし
ます。

吹き出し口切り換えダイアル④
ボタンを回して吹き出し口を選択します。

フロントウィンドウとサイド
ウィンドウ

フロントウィンドウとサイド
ウィンドウ、足下

足下のみ

ダッシュボード中央と左右の
吹き出し口

それぞれの位置の中間にある「●」に合
わせると、吹き出す風量の割合が変更で
きます。

*仕様により異なります。
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内／外気切り換えボタン⑤
ボタンを押すとインジケー
ターが点灯し、室内の空気だ
けで循環します。
外気が車内に入るのを防ぎま

す。外のいやな臭いの遮断や急速に冷
暖房するときに使用します。
外気に切り換えるには、再度ボタンを押
します。このときインジケーターは消灯
します。

フロントウィンドウの凍結と曇り除去
急速にフロントウィンドウやサ
イドウィンドウの凍結や曇りを
除去するには次のように行い
ます。

1．吹き出し口切り換えダイアル④を「フ
ロントウィンドウとサイドウィンドウ」
にセットします。

2．温度調整ダイアル②と風量調整ダイ
アル③を最大にします。

3．ダッシュボード中央の吹き出し口を
閉じます。

4．内／外気切換えボタン⑤を「外気側」
にします。

5．エアコン  オン／オフ  スイッチ①を
押します。

外気はフロントウィンドウやサイドウィ
ンドウが曇るのを防ぎますが、湿度の
高いときは逆に曇る可能性もあります
のでご注意ください。

デフォッガーボタン⑥
エンジンがかかっているとき
にボタンを押すと、ボタンの
インジケーターが点灯してリ
アウィンドウとドアミラーの曇

りを取ります。スイッチは自動的に切れ
ます。
途中で止めたいときは、再度ボタンを押
します。
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パラメーターの変更
ボタン①を2秒押し続けると、パラメー
ターが変更できる状態になります。
ボタン①を押す毎に、表示されている各
項目が変化します。
ボタン②を押すと、設定が変更できます。
設定が終了したら、操作をせずに10秒
待ちます。ディスプレイは通常の表示に
戻り、それまでに変更したパラメーター
が登録されます。

設定途中で何もせずに10秒経つと、
ディスプレイは通常の表示に戻ります。

表示項目は次の通りです。
・時間
・日付
・外気温度
 Aタイプ
 ボタン①か②を押すと表示し、凍結
のおそれがあるときは点滅します。
 Bタイプ
 凍結のおそれがあるときは、メッ
セージが表示されます。

・ドア、テールゲートなどの開放状況
・警告／状況メッセージ（表示されたメッ
セージはボタン①か②を押すと削除で
きます。）
・トリップコンピューター（走行距離デー
タ）
・オーディオ機器表示（Bタイプのみ）

マルチファンクション
ディスプレイ

マルチファンクションディスプレイはダッ
シュボードの上に取り付けられ、外気温
や警告メッセージなどを表示します。

Aタイプ

Bタイプ
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トリップコンピューター

コントロールスイッチ

ワイパーレバー先端のスイッチ「○」を押
すことによりマルチファンクションディス
プレイに以下の情報を順次表示します。

・走行可能距離
・走行距離*
・瞬間燃料消費量
・平均燃料消費量
・平均速度

リセット
スイッチ「○」を2秒以上押すと、リセッ
トします。

*仕様により異なります。

Aタイプ

Bタイプ

走行可能距離
タンク内に残っている燃料で、あとどれ
くらい走行できるかを表示します。
過去数キロに消費された燃料の情報を
もとに、今後も同じ割合で燃料が消費さ
れるものと想定して表示します。
走行可能距離が30Km以下になると、
距離の表示はされません。
燃料の補給後は、数値が100Km以上
になると再度表示されます。

燃料の補給後も水平の線しか表示さ
れないときは、プジョーディーラーに
連絡してください。

瞬間燃料消費量
過去数秒間の燃料消費量を表示します。
ただし、車の速度が時速30Km以上の
時のみ作動して表示します。
表示数字は、100Kmを走行するのに消
費する燃料をリッターで表しています。

平均燃料消費量
コンピューターをリセットしてから現在
までの平均燃料消費量を表示します。
表示数字は、100Kmを走行するのに消
費する燃料をリッターで表しています。

走行距離
コンピューターをリセットしてから現在
までの走行距離を表示します。

平均速度
コンピューターをリセットしてから現在
までの平均速度を表示します。
ただし、イグニッションスイッチをオン
にしている状態の時間をもとに計算しま
す。
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フロントシート

運転席のシート調整は、安全のため停車中に行ってください。

●フロントシートの調整

シートの前後調整
レバーを引き上げたままシートを前後に
動かします。レバーを離すとその位置で
固定されます。

背もたれの角度調整
ツマミを回して背もたれの角度を調整し
ます。

運転席シートの高さ調整
レバーを引き、体重を利用して位置を調
整します。
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助手席をテーブルにする
座席下部の両側にあるツマミのどちらか
を使用します。
ツマミを持ち上げた状態で、背もたれを
前に倒してテーブル位置にします。
戻すときも、ツマミを持ち上げて背もた
れを元の位置にします。

●テーブルにするときは、車を安全な場
所に停車させてから行ってください。

●後席に乗車した方は、テーブルの
上に足を乗せるなどしないでくださ
い。運転操作の妨げになるほか、思
わぬ事故の原因になることがありま
す。

●リアシートへの乗り降り

必要に応じてシートベルトをはずしてド
アピラーに収納してください。
運転席側はレバーAを持ち上げたまま前
方へ引くと、背もたれが倒れます。
運転手が操作するときは、レバーBを引
くと背もたれが倒れます。
背もたれを引き起こすと、元の位置に戻
ります。

シートを元に戻すときは、身体の一部
や障害物が妨げにならないよう注意
し、正しい位置に固定してください。

シートアンダートレイ
フロントシートの下には小物入れがあり
ます。
トレイを上に持ち上げて引き出して使用
します。
取りはずすには、最後まで引き出してス
ライドの端を押してから上に引き上げま
す。
元に戻すには、最後まで押し込んでから
トレイ上部を押して固定します。

アンダートレイには、1Kg以上のもの
を入れないでください。
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リアシート

●リアシートの前後移動
バーAを持ち上げるか荷室から赤いハン
ドルBを押すと、リアシートは前後に移
動します。
座席を前に移動すると、荷室を広く使用
できます。

●背もたれの角度調整
レバーCを傾けると背もたれの角度調整
ができます。レバーを離すと、その位置
でロックされます。

●テーブル位置
ヘッドレストを最も下げた位置にします。
レバーCを一杯に傾けて、背もたれをクッ
ションに付くまで倒します。倒れた背も
たれを上から押してロックします。

●リアシートの折りたたみ
リアシートを後方に移動してからテーブ
ル位置にします。
レバーDを押し上げるようにして座席の
後ろ側を持ち上げます。

折りたたむときにシートベルトが絡ま
ないように、確実に収納しておいてく
ださい。
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●リアシートの戻し方 リアヘッドレスト
リアシートのヘッドレストは高低2ヵ所
の位置にセットでき、取りはずすことも
できます。

高い位置（乗務員用）：上へ引きます。は
ずすには根元のラグを押して、ヘッドレ
ストを引き上げます。
ヘッドレストを戻すには、穴と支柱のセ
ンターを合わせて、注意しながら押し込
みます。

低い位置（折りたたみ用）：ラグを押して
下げます。

ヘッドレストをはずして運転しないで
ください。事故などのときに、ケガを
するおそれがあります。

リアシートを戻すには、次の順番で行い
ます。

1．リアシートの足がロックされていな
いことを確認します。

2．レバーDを押し上げてリアシートを後
ろ側に倒します。

3．リアシートは自動的に固定されます。
4．持ち上がらないことを確認します。
5．レバーCを引いて背もたれを起こし
ます。

ロックした状態 ロックしていない状態
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シートアレンジ

多彩なシートアレンジができます。

シートの配置の変更は、車両が停止し
ているときに行ってください。

シートアレンジ例：
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『カメレオ』インテリア

①：カバー（2個）
②：ダッシュボード中央、左右吹き出し
口枠（4個）

③：ドアパネル（2個）
④：シートクッション（4個）
⑤：シートバック（4個）
⑥：後席用アームレスト／小物入れカバー
（2個）

安全のため、完全に取り付けてから運
転してください。

インテリア・キット
カメレオのコンセプトは、個人ごとに持
つ感覚をインテリア・キットを使用して
表現し、室内をユニークで魅力的なもの
に変身させることを基にしています。
キットの交換には、工具を必要としませ
ん。
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●各アイテムの交換方法

カバー①
1．四隅がマジックテープのため、1ヵ所
を引いてはずします。

2．新しいカバーを置き、四隅を押しつ
けて取り付けます。

吹き出し口枠②
1．1／8左回転させてはずします。
2．新しいカバーを1／8右回転させて取
り付けます。

ドアパネル③
1．2ヵ所の切り込みを引いてはずしま
す。

2．新しいドアパネルをクリップに合わ
せて押しつけ、確実に取り付けます。
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シートクッション④とシートバック⑤
1．シートクッション④またはシートバッ
ク⑤の下にあるファスナーのタブを
取り出します。

2．シートの3辺に沿ってファスナーを引
きます。

3．最後の1辺はマジックテープのため、
引くとはずれます。

4．新しいシートを正しい位置に置き、
ファスナーを閉めます。

5．最後に、マジックテープの1辺で位置
を調整して留めます。

6．ファスナーのタブをシートの中に折
り込みます。

●カメレオ・キットの種類によってはド
ライクリーニングができるものがあ
ります。プジョーディーラーにお尋
ねください。

●リアシートのシートクッションと
シートバックを交換するときは、チャ
イルドシートを固定するキャッチを
隠さないようにしてください。

後席用小物入れカバー⑥
1．カバーを45度の角度で開きます。
2．突起部のクリップ機能を解除して、
カバーをはずします。

3．新しいカバーを取り付けて、突起部が
確実に固定されたことを確認します。
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ミラー

電動ドアミラースイッチ

ミラー調整
1．スイッチAを調整するドアミラー側に
回します。

2．スイッチAを動かして、ミラー位置を
調整します。

3．調整後は、スイッチAをセンターに
戻します。

ドアミラーの格納・展開
1．スイッチAを回して下側にすると、ミ
ラーが格納されます。

2．スイッチAを回してセンターに戻すと、
ミラーが展開します。

ミラーの操作をするときは、手など
を挟まないよう安全を確認してくださ
い。

ミラーの曇り除去
エンジンがかかっているときにエアコン
のデフォッガーボタンを押すと、ボタン
のインジケーターが点灯してリアウィン
ドウとドアミラーの曇りを取ります。ス
イッチは自動的に切れます。

ミラーの曲率が変化しているために、
ミラーで見た距離感覚と実際の車両と
の距離が異なります。車両との間隔を
判断する際には、この点に十分ご注意
ください。

防眩バックミラー
夜間に後続車のヘッドライトがバックミ
ラーに反射して見にくいときは、ミラー下
部のボタンを押すか引いて防眩のポジショ
ンにすると後方の視界が確保できます。

チャイルドモニターミラー
このミラーを使用すると、運転席または
助手席から後席が確認できます。
後ろに振り向かなくても、後席に乗せたお
子さまのおおよその様子が確認できます。

*仕様により異なります。
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外装のお手入れ

自動車の使用される環境はさまざまで、
工場地帯の酸を含んだ空気、鉄道沿線
の鉄粉、沿岸部の塩分を含んだ風、積
雪地帯の融雪剤などは車体に対して腐
食、錆といった悪影響を与えます。
長期間にわたって車を美しく安全に使用
していただくためには、こまめなお手入
れをお勧めします。

●洗車機による洗浄
通常のお手入れは、洗車機による洗浄で
十分です。
ただし、ボンネットの合わせ目、ドアの
下などは汚れが残ることが多いので、手
洗いをお勧めします。

●手による洗浄（手洗い）
まずホースでたくさん水をかけて、ほこ
りを落とします。
次にスポンジと適当に薄めたカーシャン
プーで車体の上から下へと洗います。
最後に車体の下側をホースで水をかけて
きれいにします。

内装のお手入れ

レザーシート
レザーは、汚したままにしておくと磨耗
してもろくなります。
定期的にお手入れすることをお勧めしま
す。
清掃は、水につけてかたくしぼった布で
表面を拭き、その後やわらかい清潔な布
で空ぶきします。
汚れがひどいときは、市販の皮革用洗剤
を使用します。

ビニール（メーターパネル、ドアト
リムパッド、ヘッドライニング）
やわらかい布に温かい石けん液を含ま
せ、よくしぼって拭きます。

シートベルト
石けん水をつけた固くしぼった布で、ベ
ルト部分だけを拭きます。
清掃時は、金属部分に水が付かないよう
にしてください。
プジョーディーラーでは、シートベルト
に使用できるクリーニング製品を取り
扱っています。

ウィンドウガラス、ミラー
市販のガラス専用クリーナーで洗浄して
ください。

フロアマット、カーペット
車外に取りはずし、ほこりや砂を十分に
落として内装用洗剤で洗ってください。

長期間使用しないとき
車を長期間使用しないときは、保管中の
故障を防ぐために以下の保守を行ってく
ださい。

保管前に行うこと
・タイヤのフラットスポット（変形）を防
ぐために、タイヤ空気圧を規準より30
～50%ぐらい上げてください。
・バッテリーの端子をはずしてください。
・必要に応じて、ボディーカバーをかけて
ください。

保管中に行うこと
1ヵ月に1回程度、バッテリーの端子を接
続してエンジンを数分～数十分かけて
バッテリーを充電してください。
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エンジンルームの点検

1.4リッターエンジン*
①：クーラント（冷却水）タンク
②：ウィンドウウォッシャーとヘッドラン
プウォッシャー*液タンク

③：ブレーキフルードタンク
④：ヒューズボックス

⑤：バッテリー
⑥：エアフィルター
⑦：エンジンオイルレベルゲージ
⑧：エンジンオイル注入口

*仕様により異なります。
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①：クーラント（冷却水）タンク
②：ウィンドウウォッシャーとヘッドラン
プウォッシャー*液タンク

③：ブレーキフルードタンク
④：ヒューズボックス

⑤：バッテリー
⑥：エアフィルター
⑦：エンジンオイルレベルゲージ
⑧：エンジンオイル注入口

*仕様により異なります。

1.4リッター16Vエンジンと1.6リッター16Vエンジン*

エンジンルームの点検（続き）
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●エンジンルーム内の点検をする前
に、エンジンが冷えていることを確
かめてください。
　エンジンが熱いときは、イグニッショ
ンがオフになっていてもファンが回
りだして、思わぬケガをすることが
あります。
●エンジンルームを水などを流して洗
浄しないでください。電気系統にダ
メージを与えることがあり、思わぬ
故障の原因になります。

●エンジンオイルの点検 ●オイル交換
交換頻度は、この章の「推奨交換時期（→
P. 6-7 ）」をご覧ください。
ただし、市街地や山岳地の走行が多いと
きには、オイル交換を早めに行ってくだ
さい。

●エンジンを正常な作動状態に保つた
め、エンジンオイルに添加剤を入れ
ることは避けてください。

●オイルの交換の際は、騒音や排気
ガス規制を順守するためにも、プ
ジョー純正部品のご使用をお勧めし
ます。

●環境汚染防止のために、使用済み
のエンジンオイルなどは、絶対に地
面や下水に廃棄しないでください。

オイルフィルター
交換頻度は、この章の「推奨交換時期」
をご覧ください。
交換するオイルフィルターは、プジョー
の純正部品をご使用ください。

1．車を水平な場所に停め
ます。

2．エンジンを停止して15
分以上経過してからオ
イルレベルゲージを抜
き取り、布でオイルを
拭き取ります。

3．元の穴の奥まで差し込
み、再び静かに抜いて
ゲージに付いたオイル
で油量を調べます。

A：上限
B：下限

レベルゲージに付着したオイルの汚れ具
合も点検します。
オイルはエンジンの回転によって少しず
つ消費されていきます。1000kmあた
りの消費量は最大で0.5リットルです。
オイルの点検はこまめに行い、必要に応
じて補充してください。
オイルの消費量が急に増えたり、汚れが
ひどくなったときは、プジョーディーラー
で点検を受けてください。
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●ブレーキフルードの量
ブレーキフルードタンク内の液面が、
「MINI」と「MAXI」の間にあれば正常
です。

●ブレーキフルードの交換
ブレーキフルードは、時間がたつと吸湿
して劣化します。定期的に交換してくだ
さい。
交換頻度は、この章の「推奨交換時期」
をご覧ください。

●ブレーキフルードが肌に直接触れる
のは避けてください。腐食性が強く、
健康に害を及ぼすことがあります。
●環境汚染防止のために、使用済みの
ブレーキフルードなどは、絶対に地
面や下水に廃棄しないでください。

●冷却水の点検
点検は、エンジンを停止してから1時間
以上経過して、冷却水が冷えていること
を確認してから行ってください。
キャップを最初の刻み目（ノッチ）まで回
し、ラジエター内の圧力が低下してから
はずします。
冷却水が少ないときは、冷却水を補給し
ます。冷却水の減りが著しいときは、プ
ジョーディーラーで点検を受けてくださ
い。
冷却水の補給には、プジョー純正クーラ
ントを稀釈して使用してください。

ラジエター内の圧力が低下する前に
キャップをはずすと、高温の冷却水が
噴出し火傷の原因になります。

冷却水の交換は必要ありません。

トランスミッションオイル
交換の必要はありません。定期的にオイ
ル量のチェックをプジョーディーラーで
受けてください。

ウォッシャー液
タンク内のウォッシャー液が少ないとき
は、プジョーの推奨品で補給してくださ
い。

バッテリー
特に寒冷地の使用では、冬になる前にプ
ジョーディーラーでのチェックをご依頼
ください。

エアフィルター
交換頻度は、この章の「推奨交換時期」
をご覧ください。
市街地やほこりが多いところでの走行が
多いときは、早めに交換してください。
交換はお近くのプジョーディーラーにご
依頼ください。
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推奨交換時期

●推奨油脂類

エンジンオイル
PEUGEOT GENUINE MOTOR OIL
（10W-40）

ブレーキフルード
PEUGEOT DOT4（DOT4）

クーラント
PEUGEOT GENUINE COOLANT
PROCOR TM108
REVKOGEL 2000
GLYSANTIN G33

●推奨交換時期
車の使用頻度が高いとき、市街地や高温環境下での使用が多いときは、メンテナンス時
期を早めるようにしてください。

●エンジンオイルについて
上記の交換時期は化学合成ベースのオイルを使用したときです。化学合成ベースのオイル
が手に入らないときは、API SH/SJ（ ACEA A3-96）以上を使用して交換頻度を上げて
ください。

エンジンオイル 1年または20,000kmごと

オイルフィルター 1年または20,000kmごと

ブレーキ液 2年または60,000kmごと

エアフィルターエレメント 2年または40,000kmごと

スパークプラグ 2年または40,000kmごと
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電球の交換

電気回路を改造しないでください。

●交換する電球には、指紋や油などの
汚れを付けないでください。もし指
紋などが付着したときは、きれいな
乾いた布で拭き取ってください。
●ヘッドランプの透明レンズはプラス
チック製です。溶剤を使用したり、
荒い布などで強くこすらないでくだ
さい。
●低温高湿度のときなど、ヘッドラン
プの透明レンズの内側が曇ることが
ありますが、異常ではありません。
ライトが点灯すると、数分で消滅し
ます。

ヘッドランプとフロントフォグランプ

①：ポジションランプ
②：ヘッドランプ
③：方向指示器

①：ポジションランプ用電球（W 5 W）
カバーAを開け、ソケットを引き出して
電球を交換します。

②：ヘッドランプ用電球
　　（H4－60／55 W）
1．カバーBを開け、コネクターをはずし
ます。

2．ヘッドランプに表示されているマー
クまで、スプリングDを右に押します。

3．電球を交換します。

③：方向指示器用電球
　　（フロントと両サイド）

アンバー色の電球は、同じ規格の同じ
色の電球を使用してください。
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フロント方向指示器用電球
（PY 21 W アンバー）
1．バルブホルダーCを反時計まわりに
1／4回転させて引き抜きます。

2．電球を反時計まわりに1／4回転させ
てはずし、交換します。

方向指示器サイドリピーター用電球
（WY 5 W）

1．ランプユニットを前方に押してから手
前に引いてはずします。

2．コネクターをはずしてユニットを交換
します。

ランプユニットは、プジョーディーラー
でお求めください。

④：フロントフォグランプ用電球
　　（H1－55 W）

1．マッドガード下のフラップを開き、ね
じをはずします。

2．ランプユニットを外側へ押し出し、
コネクターをはずします。

3．保護カバーAを1／4回転させてはず
します。

4．コネクターBをはずし、スプリングC
を横へずらします。

5．電球を交換します。

取り付けは逆の手順で行ってください。
フラップは確実に留めてください。

ヘッドランプへの影響を避けるため
に、H4電球はanti-UV（紫外線カット）
仕様を満たしている次のメーカーのも
のをご使用ください。
・GE／TUNGSRAM
・PHILIPS
・OSRAM

ヘッドランプには保護膜を施されたポリ
カーボネートレンズが取り付けられてい
ます。洗浄するときは、石鹸水と柔らか
く湿らせた布を使用してください。乾い
た布と洗剤や溶剤は使用しないでくださ
い。
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テールランプ

①：ストップランプ／ポジションランプ
　　（P 21W／5 W）
②：方向指示器（P 21 W）
③：左側：リバースライト（P 21 W）、
　　右側：リアフォグランプ（P 21 W）

1．荷室側のフラップをはずし、ライト
固定ナット2個をはずします。必要で
あれば、工具内のホイールレンチを
使用します。

2．ハーネスのクリップをはずし、固定
タブAをはずします。

3．シールをはがして、2個のタブBをず
らして電球ホルダーをはずします。

4．電球を1／4回転させてはずし、交換
します。

取り付けは逆の手順で行ってください。
電球ホルダーとシール、ライトユニット
は正しい位置に取り付けてください。

番号灯（W 5 W）

1．マイナスドライバーの先を透明なプラ
スチックカバーの穴に差し込み、外
側に向かって押してクリップをはずし
ます。

2．プラスチックカバーをはずし、電球
を交換します。

ハイマウントストップランプ（4W 5 W）

1．10mmのボックススパナを使用して、
2個の固定ナットAをはずします。

2．ランプユニットを外側に押してはずし
ます。

3．ランプユニットからコネクターをはず
すとともに、リアワイパーのパイプも
はずします。

4．電球ホルダーを1／4回転させてはず
し、交換します。

取り付けは逆の手順で行ってください。
ランプユニットのシールとリアワイパー
のパイプは正しい位置に取り付けてくだ
さい。
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ナットを必要以上に強く締め付けない
でください。ストップランプが損傷す
ることがあります。
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ヒューズの交換

ヒューズボックスは、助手席のグロー
ブボックス内とエンジンルームのバッテ
リーの隣りにあります。

●ヒューズの交換
交換する前に、ヒューズが不良となった
原因を見つけて処置をしておいてくださ
い。正しい処置をしておかないと、再発
するおそれがあります。
ヒューズを交換するときは、助手席側の
ヒューズボックスカバーの内側に備えて
あるヒューズと専用ピンセットAを使用
してください。

ヒューズの交換は、必ず同じ容量の
ヒューズと交換してください。

室内側ヒューズ

室内側のヒューズボックスは、助手席の
グローブボックス内にあります。
ヒューズボックスカバーのレバーを1／4
回転させ、押して傾けると開きます。

FH1～FH5の大容量ヒューズは、車両
の電装システムを二重に保護しています。
これに関わる作業は、プジョーディーラー
にお任せください。

正常なヒューズ 切れたヒューズ

ピンセットA
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ヒューズ位置 容量 機能（仕様により装備が異なるため、ここでは全車に適合する表記をしています。）

1 15A 診断ソケット、電動ストライカー、スライドドアスイッチ、ステアリングホイールコントロール

4 20A 時計、マルチファンクションディスプレイ、オーディオ機器、アラームユニット

5 15A 警報

6 10A 診断ソケット、ステアリングホイール角度センサー、シートベルトバックルコントロール

7 15A アラームユニット、雨滴／照度センサー

9 30A けん引ソケット

10 40A リアウィンドウ／ドアミラー デフォッガー

11 15A リアワイパー

12 30A パワーウィンドウ、サンルーフ

14 10A エンジンヒューズボックス、ステアリングホイールコントロール、エアバッグ、プリテンショナー

15 15A
メーターパネル、マルチファンクションディスプレイ、オーディオ機器、CDチェンジャー、エアコ
ン、パーキングブレーキ、スライドドア、バックソナー

16 30A 集中ロックシステム、スーパーロック

20 10A 右側ブレーキランプ

21 15A 左側ブレーキランプ、ハイマウントストップランプ

22 20A
ルームランプ、マップランプ、グローブボックスライト、ライター、電動ドアミラー、オプションのオー
ディオ機器、番号灯

SH － PARCシャント
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エンジンルーム側ヒューズ

ヒューズを点検、交換するときは、クリッ
プをはずしてヒューズボックスカバーを
取ります。作業後は、カバーがきちんと
掛かっていることを確認してください。

MF1～MF8の大容量ヒューズは車両の
電装システムを2重に保護しています。
これに関わる作業は、プジョーディーラー
にお任せください。

●車の電気回路は、出荷時に装着さ
れている装備に合わせて設計、製作
されています。

●推奨していないアクセサリーの取り
付け、アクセサリーの不適切な取り
付け、ワイヤーハーネスの加工など
は、他の電装品の正常な作動を妨
げたり火災の原因となることがあり
ます。

●プジョーでは、当社が供給や推奨し
ていない、10mA以上の電流を消
費するアクセサリーの取り付けや当
社の指示に従わない装着方法によっ
て発生した車両および機器の不具
合の修理については、その費用を
負担いたしません。

●アクセサリーその他の電気製品の取
り付けは、プジョーディーラーにご
依頼ください。
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ヒューズ位置 容量 機能（仕様により装備が異なるため、ここでは全車に適合する表記をしています。）

1 10A リバースライト、2トロニック・トランスミッションコントロールユニット

2 15A 燃料ポンプ

3 10A ABS／ESPコントロールユニット

4 10A
インジェクション／パワーステアリング、ブレーキ／クラッチスイッチ、2トロニック・トランスミッショ
ンリレー

5 － 未使用

6 15A フロントフォグランプ

7 － 未使用

8 20A ファンアッセンブリー、インジェクションコントロールユニット

9 15A 左ロービーム ヘッドランプ

10 15A 右ロービーム ヘッドランプ

11 10A 左ハイビーム ヘッドランプ

12 10A 右ハイビーム ヘッドランプ

13 15A ホーン

14 10A ウィンドウォッシャーポンプ

15 30A イグニッションコイル、ソレノイドバルブ、浄化器、O2センサー

16 － 未使用

17 30A フロントワイパー

18 40A エアコン ブロアファン
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ワイパーブレードの交換

フロントワイパー
1．イグニッションをオフにしてから1分
以内にワイパーレバーを操作します。

2．ワイパーがメンテナンスポジションに
なります。

3．ワイパーアームを起こし、クリップを
はずしてブレードを交換します。

ワイパーの位置は、イグニッションをオ
ンにして、ワイパーレバーを操作すると
元に戻ります。

フロントのワイパーは、左右の長さが
異なります。（左が短い）
長さを確認してから交換してください。

リアワイパー
1．ワイパーアームを起こします。
2．ブレード取りはずします。
3．新しいブレードをはめ込みます。
4．ワイパーアームを押し戻します。
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燃費の改善について

燃費は、車両の設計だけではなく、車両
の状態や運転方法によって大きく影響を
受けます。車を最良の状態に保ち燃費を
良くするためにも、定期的に点検整備を
行ってください。

エンジンコンディション　
主要部品については、少なくとも年に1
回は点検を受けてください。

エアフィルター
フィルターがつまるとエンジンの効率が
悪化します。ほこりの多い環境や市街地
での走行が多いときは、こまめに点検を
受けてください。

積載物
トランクルームに不用な積載物が積みっ
ぱなしになっていると、車両重量が増加
して、燃費の悪化につながります。
ルーフキャリアやスキーキャリアなどの
アクセサリーは、風の抵抗を受けて燃費
を悪化させます。
必要がなくなったら速やかに取りはずし
てください。

タイヤ
交換するときは、現車と同一サイズでプ
ジョーが推奨する銘柄、グレードのタイ
ヤを使用してください。
タイヤの空気圧が適正値よりも低いと燃
費が悪くなります。タイヤが冷えている
状態で、月に一度は定期的に確認してく
ださい。

運転方法
エンジン始動後に長時間の暖機運転は
必要ありません。
運転時は、ゆっくり発進し、急加速や空
ぶかしを避けてください。
走行中はなるべく高いギアを選択し、一
定のスピードを保つようにしてください。
走行速度が上がると燃費も悪化します。
法定速度を遵守して、スムーズな運転を
心がけてください。
エンジン始動後の数分間は、適正温度
の状態と比較して2倍以上燃費が悪化し
ます。
あらかじめ走行経路を考慮して、無駄な
走行をなくしましょう。
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ホイール（タイヤ）の交換

タイヤの交換は、水平で安定した滑りに
くい場所で行ってください。車両のイグ
ニッションはオフにし、パーキングブレー
キとギアの「1」または「R（リバース）」
を併用してください。

●ジャッキと工具*
ジャッキと輪止めはスペアタイヤの中央
に収納され、他の工具は荷室の左側の工
具入れにあります。

①：ジャッキ
②：輪止め
③：ホイールレンチ
④：継ぎ手
⑤：トリム取りはずしツール
⑥：専用ピンセット
⑦：センタリングツール
⑧：けん引ボルト

1．クリップを取り、タイヤカバーをはず
します。

2．スペアタイヤを固定しているボルトを、
ホイールレンチ③と継ぎ手④で緩め
ます。

3．キャリアを持ち上げて、タイヤフック
を後部へ引き出して下ろします。

4．スペアタイヤを取り出します。ジャッ
キ①と輪止め②もボックスに収納さ
れています。

*仕様により異なります。

●スペアタイヤとジャッキ

スペアタイヤとジャッキ、輪止めは、車
両後方の床下（外側）にキャリアで固定
されています。
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●ホイールの取りはずし

5．アルミホイールのときは、専用ピン
セット⑥でクロームメッキされたボル
トカバーをはずします。

6．ホイールレンチ③を使用して、ホイー
ルのボルトをわずかに緩めます。

7．取りはずすタイヤに近い、ジャッキアッ
プポイントAの下にジャッキ①を置
きます。

 このとき、ジャッキの底が地面にしっ
かりと接地していることを確認しま
す。

8．タイヤが軽く浮くまで車両を持ち上
げ、ボルトをはずしてホイールを取り
はずします。

ボルトカバー

アルミホイールはボルトキャップを装着
していますので、専用ピンセット⑥を差
し込んではずします。

盗難防止ボルト

盗難防止ボルト装着車は、最初にボルト
カバーと専用ピンセット⑥でプラスチッ
クカバーをはずします。その後、専用ソ
ケットを使用してボルトを緩めます。

1．硬く平坦な路面で安全な場所に車を
停めます。

2．パーキングブレーキを引き、シフト
レバーを「1」か「R」の位置に入れて
イグニッションをオフにします。

3．交換するタイヤと対角位置にあるタ
イヤに、輪止め②を当てます。

4．ホイールキャップ装着車はホイールレ
ンチ③を、小さなトリム装着車はト
リム取りはずしツール⑤をカバーの穴
（タイヤの空気圧取入口）に差し込ん
ではずします。
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●スペアタイヤの取り付け
1．センタリングツール⑦で位置決めを
して、スペアタイヤを取り付けます。

2．全てのボルトを、ホイールレンチ③
で軽く締め付けます。

3．ジャッキのハンドルを回し、車体を
下ろします。

4．ホイールボルトをホイールレンチで
しっかり締めてください。

5．はずしたカバー類を元に戻します。
6．2～3Km走行したら、ホイールボル
トが緩んでいないかを確認してくだ
さい。

スチール製スペアホイールでは、平ワッ
シャーがリムに接せず遊んでいても問題
ありません。

スペアタイヤ取り付け後は、空気圧の確
認をしてください。過不足があるときは、
お近くのプジョーディーラーまたはガソ
リンスタンドなどで早急に調整してくだ
さい。

スノータイヤの取り付け
スチールホイールを使用してスノータイ
ヤを取り付けるときは、特殊なボルトが
必要となりますのでプジョーディーラー
にお尋ねください。
「195／50 R 16」のタイヤを履いたモ
デルは、スノーチェーンが装着できませ
ん。詳しくはプジョーディーラーにお尋
ねください。

●タイヤの格納
1．ジャッキ①と輪止め②をボックスに
戻し、タイヤをキャリアに乗せます。

2．タイヤを持ち上げキャリアをフックに
掛けます。

3．ボルトをしっかりと締めてください。
ボルトが緩んでいると、走行中に脱
落などが起きて危険です。

4．残りの工具をケースに入れ、荷室左
側の工具入れへ戻します。

15インチと16インチのホイールを使用
しているタイヤは、キャリアに乗りませ
ん。運搬するときは荷室に乗せてくださ
い。

●ジャッキアップするときは、必ずギ
アを「1」か「 R」に入れ、輪止めを
併用し、絶対に車の下に入らないで
ください。バランスが崩れたときに
車両がジャッキからはずれ、落下す
るおそれがあります。

●ホイールボルトとハブのネジ部に注
油したり、他のボルトを使用しない
でください。走行中にネジが緩み、
タイヤがはずれるおそれがあります。
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●タイヤを交換するときは、必ず同サ
イズ同種類のタイヤを使用してくだ
さい。他のタイヤを使用すると、安
全走行に悪影響をおよぼします。
●搭載されているジャッキやレンチ、
スペアタイヤは、この車専用です。
他の車両に使用したり、他の車両の
ものを使用しないでください。
●盗難防止ボルトの専用ソケットを使
用するときは、丁寧に扱ってくださ
い。急激な力を加えたり、乱暴にレ
ンチを回すと、ピンを破壊すること
があります。

●交換したタイヤの修理を直ちに行
い、使用しているスペアタイヤと交
換してください。

●盗難防止ボルトの専用ソケットの番
号を控えておいてください。紛失し
た際に、番号から複製を入手するこ
とができます。

●ホイールボルトの締め付けトルクは
10dNm（約9.5kgm）です。
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バッテリーが上がったとき

万一バッテリーが上がってしまったとき
には、充電器（バッテリーチャージャー）
で充電するか、同じ電圧（12V）のバッ
テリーで始動させます。
接続には、市販のブースターケーブルを
使用します。ケーブルの接続時は、車の
充電系統に損傷を与えないように正しく
接続してください。

●充電器を使用して充電
1．バッテリーのケーブルを全てはずし、
バッテリーの端子に汚れがないこと
を確認します。

2．最初に充電器とバッテリーのマイナ
ス端子（－）を接続し、次にプラス端
子（＋）を接続します。

3．充電器の取扱説明書に従って充電し
ます。

●エンジンの回転中は、バッテリー
のターミナルをはずさないでくださ
い。

●ケーブルのプラス端子とマイナス端
子を絶対に接触させないでくださ
い。

●バッテリーは可燃性のガスを発生し
ますので、バッテリーの近くでは火
気を避けてください。

●バッテリー液は腐食性の強い希硫酸
です。万一皮膚にバッテリー液がか
かったときは、大量の水で洗い流し
てください。

●バッテリーの接続をはずす場合は、
イグニッションをオフにして2分経過
してから行ってください。

●バッテリーからケーブルをはずす前
に、スライドドアやパワーウィンド
ウ、サンルーフなどは閉めてくださ
い。閉めずにケーブルをはずすと、
充電後に再度の初期化が必要にな
ります。

　（初期化が必要なときは、第2章を
参照してください。）

●充電後、はずしたケーブルをバッテ
リーに接続してエンジンを始動する
ときは、電子機器の初期化のために
イグニッションをオンにしてから約1
分間待って始動してください。

　何か異常を感じたら、プジョーディー
ラーに連絡してください。
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バッテリーケーブル再接続後の初期化
バッテリーのケーブルをはずして再接続
したときには、初期化が必要になります。
イグニッションをオンにして、1分間待つ
と初期化が終了します。
初期化ができないようでしたら、プジョー
ディーラーまでご連絡ください。

バッテリーケーブルを再接続しますと、
ドアなどがロックされます。解除する
には、リモコンを使用してください。
（詳しくは、第2章を参照してくださ
い。）

●他のバッテリーで始動

A：放電したバッテリー
B：充電済のバッテリー
C：車両の金属部分（アースポイント）

この方法は、バッテリーからケーブルを
はずしません。

1．2個のバッテリーのプラス端子（＋）
を赤いケーブルで接続します。

2. 充電済のバッテリーBのマイナス端子
（－）に黒いケーブルを接続します。

3. 黒いケーブルの未接続側を、放電済
バッテリーのマイナス端子からなるべ
く離れた車体の金属部分（アースポイ
ントC）に接続します。

4．スターターを回してエンジンを始動
します。

5．アイドリング状態になるのを待って
からエンジンを停止し、ケーブルを
はずします。

●アイドリング状態になる前に、バッ
テリーのターミナルからケーブルを
はずさないでください。

●ケーブルのプラス端子とマイナス端
子を絶対に接触させないでくださ
い。

●バッテリーは可燃性のガスを発生し
ますので、バッテリーの近くでは火
気を避けてください。

●バッテリー液は腐食性の強い希硫酸
です。万一皮膚にバッテリー液がか
かったときは、大量の水で洗い流し
てください。
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けん引するとき

●吊り上げずに（4輪が接地した状
態）けん引するとき

けん引ボルトを使用してください。荷室
の左側にある工具入れに収納されていま
す。
けん引時は、シフトレバーを「N」にし、
イグニッションキーをアクセサリー位置
にしてください。

前からのけん引

1．けん引ボルトの平らな部分を使って、
カバーの底のクリップをはずします。

2．けん引ボルトが止まるまでねじ込み
ます。

後ろからのけん引

1．けん引ボルトの平らな部分を使って、
カバーの側面のクリップをはずしま
す。

2．けん引ボルトが止まるまでねじ込み
ます。

●吊り上げて（2輪が接地した状態）
けん引するとき

けん引用の車輪に乗せて移動してくださ
い。

けん引や固定するときに、ラジエター
部のクロスバーを使用しないでくださ
い。

●けん引ボルト以外の箇所にけん引
フックをかけないでください。

●けん引するときは、パーキングブ
レーキはオフにしてください。

●2トロニック・トランスミッション車
をけん引するときは、以下の点にご
注意ください。
・シフトレバーは「N」にしてください。
・50km以内の距離を、低速（時速
50km以下）で移動してください。
・トランスミッションにオイルを追加
しないでください。



18-

車両データ・索引・付録

８

車両データ・索引・付録

識別表示 ･･････････････････････････････････････････ 8-2

外形寸法 ･･････････････････････････････････････････ 8-3

索引 ･･････････････････････････････････････････････ 8-4

付録 ･･････････････････････････････････････････････ 8-9
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●識別表示

D　タイヤ仕様と車体塗色コードラベル
タイヤとホイールサイズ、メーカー名、適正空気圧、車体色など
が記載されたラベルが、助手席側に張られています。

A　認証プレート
車両に関する情報が記載されています。

B　車台番号（エンジンルーム内、ボンネット下のクロスメンバー中央）

C　車台番号（助手席側三角窓下側）
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●外形寸法

単位：mm

*数値はメーカー発表値であり、予告なく変更されることがあります。　　**ルーフレール装着時。

2315㎜

1435 / 1440㎜

1710㎜

16
30
 / 
16
65
**
㎜

630㎜ 785㎜

3730㎜

1435 / 1440㎜
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①：音量の増加
②：音量の減少
③：ミュート（音量のオン／オフ）
④：高い周波数に対してのオートサーチ
（ラジオ）

 次のトラックへ／ボタンを押し続ける
と早送り（CD／CDチェンジャー）

⑤：低い周波数に対してのオートサーチ
（ラジオ）

 前のトラックへ／ボタンを押し続ける
と早戻し（CD／CDチェンジャー）

⑥：ディスプレイにトリップコンピュー
ターの情報が表示され、2秒以上押
すとリセットされます。

*仕様により異なります。

A：電源スイッチ
B：音量の減少
C：音量の増大
D：RDSとREGのオン／オフ（日本では使用しません。）
E：TAとPTYのオン／オフ（日本では使用しません。）
F：CDイジェクトボタン
G：低音、高音、ラウドネス、バランス、自動音量調整のオン／オフ
H：ボタン「G」の機能を増加
I：ボタン「G」の機能を減少
J：高い周波数に対してのサーチ（ラジオ）／次のトラックへ（CD）
K：ボタン「J」と「L」のオートまたはマニュアルの切り換え
L：低い周波数に対してのサーチ（ラジオ）／前のトラックへ（CD）
M（CH.CD）：CDチェンジャーを選択／2秒以上押すとランダムプレイ
N（CD）：CDプレーヤーを選択／2秒以上押すとランダムプレイ
O（ Radio）：FM1、FM2、FMast、AMのバンドを選択／2秒以上押すとバンド内の局をメ

モリー
1～6：メモリーした放送局の呼び出し／2秒以上押すとメモリー
1～5：CDチェンジャー内のCDの選択
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●電源スイッチ

ボタンAを押すと電源の
オン／オフができます。
イグニッションがアクセ
サリーかオンの位置で
使用できます。また、イ
グニッションをオフにし

てからも30分以内は使用することがで
きます。

●ボリューム

ボタンCを押すと音量が
上がり、ボタンBを押す
と下がります。
ボタンを押し続けると、
連続して音量が可変し
ます。

調整する項目がディスプ
レイに表示されたら、ボ
タン「H」と「 I」で変更
します。

低音（BASS）：ボタンHを押すと増強さ
れ（最大+9）、ボタン Iを押すと弱く（最
小－9）なります。

高音（ TREB）：ボタンHを押すと増強さ
れ（最大+9）、ボタン Iを押すと弱く（最
小－9）なります。

ラウドネス（ LOUD）：音量が小さいとき
に低音と高音を強調します。ボタンHか
Iでオン／オフします。

フェード（ FAD）：ボタンHを押すとフロ
ント側が、ボタン Iを押すとリア側の音
が大きくなります。

バランス（BAL）：ボタンHを押すと右側
が、ボタン Iを押すと左側の音が大きく
なります。

自動音量調整（Automatic volume）：
車両のロードノイズに合わせて自動的に
音量を調節します。ボタンHか Iでオン
／オフします。

●サウンド調整モード

ボタンGを押すたびに、低
音（BASS）、高音（TREB）、
ラウドネス（LOUD）、フェー
ド（FAD）、バランス（BAL）、
自動音量調整が順に切り
換わります。

モードを選択してから操作を数秒間しな
いと、このモードが自動的に終了します。

低音、高音、ラウドネスの設定は、ラ
ジオ、CD、CDチェンジャーのソース毎
に個別にセットすることができます。
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●ラジオを聴くとき

受信バンドの選択
ボタンOを押すと、FM1、
FM2、FMast、AMの バ
ンドが選択できます。

このボタンを2秒以上押すと、FMの信号
が強い放送局を6局自動的に選択して
FMastチャンネルにメモリーします。
（オートストア機能）

オートサーチ

ボタンJを押すと今受信している放送局
より上の周波数の局を、ボタンLを押す
と逆に下の局をサーチします。ボタンを
離してから最初に受信した局でサーチは
停止します。
サーチは、最初に電波の強い放送局を探
し（LOモード）、次に電波の弱い放送局
を探し（DXモード）ます。
最初からDXモードでサーチするときは、
ボタンを二度押しします。

マニュアルサーチ

「MAN」ボタンを押すとサーチは手動に
なり、ボタンJかLを押して放送局の周
波数に合わせます。
ボタンを押し続けると周波数が連続的に
変化し、ボタンを離したときに直近の局
でストップします。
オートサーチに戻すには、「MAN」ボタ
ンを再度押します。

放送局のメモリー
放送局を受信し、メモリーするボタン
（「1」～「6」）を2秒以上押します。
放送局を呼び出すには、直接その番号ボ
タンを押すと選局できます。
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●CDを聴くとき

CDの再生
CDをプレーヤーに差し込むと自動的に
再生が始まります。

CDは印刷されている面（レーベル面）
を上にして差し込んでください。

既にCDが差し込まれてい
るときは、ボタンNを押す
とCDが再生されます。

CDの取り出し（イジェクト）
ボタンFを押すと、CDが
取り出せます。

トラックの選択

再生中に、ボタンJを押すと次のトラッ
クへ、ボタンLを押すと再生中のトラック
の頭出しまたは前のトラックへスキップ
します。
ボタンを押し続けると、早送りや早戻し
になります。

ランダムプレイ
CD再生中にボタンMを
2秒間押すと、ランダム
プレイになります。

再度ボタンを2秒間押すと、通常の再生
順に戻ります。また、ランダムプレイ状態
であっても、オーディオの電源をオフにす
るとランダムプレイもオフになります。

CD-ROMなどにコピーしたディスクを
使用すると、正しく再生されなかった
り、プレーヤーに不具合を生じること
があります。規格に合った音楽CDを
ご使用ください。
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CDの収納は、レーベル面を上にしてス
ロットに差し込みます。
ボタン「1」～「5」を押すと再生が始ま
ります。
CDを取り出すには、イジェクトするCD
のスロットボタン（「1」～「5」）を2秒以
上押します。

CD-ROMなどにコピーしたディスクを
使用すると、正しく再生されなかった
り、プレーヤーに不具合を生じること
があります。規格に合った音楽CDを
ご使用ください。

CDチェンジャーの取り扱い

CDチェンジャーはグローブボックスの中
に設置され、5枚のCDが収納できます。

●CDチェンジャー*で聴くとき

CDの選択
ボタンMを押し、チェン
ジャーにセットしたCD
の 番 号（「1」～「5」）
を押します。

トラックの選択

再生中に、ボタンJを押すと次のトラッ
クへ、ボタンLを押すと再生中のトラック
の頭出しまたは前のトラックへスキップ
します。
ボタンを押し続けると、早送りや早戻し
になります。

ランダムプレイ
CD再生中にボタンMを
2秒間押すと、ランダム
プレイになります。

再度ボタンを2秒間押すと、通常の再生
順に戻ります。

*仕様により異なります。
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