
電動スライドドア

●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。

●開閉中のドアに力を加えると、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。

●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。

●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。

●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。

●リモコンによるスライドドアの開閉は、直近から、周囲の安全を確
認の上行ってください。

●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。開閉途中で行いますと、ドアに挟まれてケガをする
おそれがあります。

●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。移
動中に行いますと、ケガをするおそれがあります。

●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。

●坂道でのスライドドアの開閉は、坂の傾斜により平地よりも開閉速
度が速くなります。電動操作が間に合わなかったり、挟み込み防止・
障害物検出機能が動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。

●リモコンキーの操作方法

A：折りたたまれた鍵が出ます。

B：電動スライドドア、テールゲートの施錠
ボタンBを押すと、ハザードランプが約2
秒間点灯してドアやテールゲートなどが同
時に施錠されます。

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。

C：電動スライドドア、テールゲートの解錠
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。

D：助手席側電動スライドドアの開閉
E：運転席側電動スライドドアの開閉
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。

●前席からの電動スライドドアの開閉

A：運転席側電動スライドドアの開閉
B：助手席側電動スライドドアの開閉
C：助手席側電動スライドドアの開閉

スイッチを引くと開きます。
スイッチを押すと閉まります。
開閉中にスイッチを押すと途中で停止
します。

●手動での電動スライドドアの開閉

室外ドアハンドル

開：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
きます。

閉：ドアハンドルを強く車の前方
に向かって押します。

室内ドアハンドル

ドアハンドルを手前に引きます。

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）

●困ったときの操作

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．エンジンを始動させます。
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。

●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。

●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。

●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。

●ドアポケットから物がはみ出した状態で開閉
すると、物を挟んだり引っかけて、思わぬケガ
や事故の原因になります。

●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・障害物検知機能
ドアが閉じる途中に障害を検出す
ると、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する
と、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。

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。

●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。

助手席側 運転席側

 0120－840－240

プジョー・コール
（9：00～21：00　年中無休）



●エンジンの始動と発進
1．ブレーキをしっかりと踏みます。
 エンジンが始動した際は、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。

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
1．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。

2．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。

●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。

ドライビングポジション

●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。

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。

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。

背もたれの角度調整
ツマミを回します。

●ヘッドレスト

高くする：ヘッドレストを引き出します。

低くする：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下げます。

角度調整：ヘッドレストの下部が前後します。

はずす：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。

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。

2トロニック・トランスミッションとは…

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。

●コントローラー

シフトレバー①
N：ニュートラル（中立）

R：リバース（後進）

＋／－：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。

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。

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。

2トロニック・トランスミッション 『カメレオ』インテリア

●安全のため、完全に取り付けてから運転してください。
●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。

●『カメレオ』インテリア・キットの交換には、工具を必要としません。
●『カメレオ』インテリア・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。

●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。

●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：スイッチAを回して下側にします。
ドアミラーの展開：スイッチAを回してセンターに戻します。

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。

●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、シートベルトの下部を前方いっ
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。

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
ラーに収納します。
運転席側はレバーAを持ち上げたまま前方へ
引き、背もたれを倒します。
運転手が操作するときは、レバーBを引いて
背もたれを倒します。
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。

●フロントシート
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
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
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
を押します。

背もたれの角度調整
レバーCを傾けます。レバーを離して、
その位置でロックします。

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。

カバー① 吹き出し口枠②

ドアパネル③ シートクッション④と
シートバック⑤

後席用小物入れカバー⑥

『カメレオ』インテリアは18個の部品から構成され、室内をお好みに応じ
たイメージにすることができます。

シートアレンジ
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