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ごあいさつ

このたびはプジョー106をお買いあげいただき，誠にありがとうございます。
この取扱説明書には，プジョー106の一般的な取り扱いや簡単な整備の方法が記載されています。
プジョー106をご使用になる前に本書をよくお読みになって，プジョー106を末永くご愛用いただきたいと願ってお
ります。
また，ご家族やご友人などにプジョー106をお貸しになる際も，本書を一読されるようおすすめください。

本書には車の簡単な点検や修理方法についても説明されています。
この取扱説明書を車内に保管し，いつでも読み返すことができるようにしてください。なお，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。

＜おことわり＞

・　本書は欧州で発売されている車両をもとにして作成しております。また，車両の改良のため予告なく仕様が変更されることがあ

ります。したがって，本書に記載されている写真，イラスト，仕様，装備などの記載内容が実際の車両とは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106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あり，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。

編集・発行

プジョー・ジャポン株式会社

2001/03（改訂）



プジョー106を取り扱う前に，この取扱説明書をよく読んでください。
この取扱説明書には，車両を安全に取り扱うために重要な説明がされています。これらの説明は，交通事故あるいは
車両を取り扱う上での危険性や注意点などが説明されており，これらを避けるための説明も含まれています。
したがって，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
あることをご理解ください。

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および本書の中で表示されています。

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ます。

消耗品，アクセサリーについて
プジョー106に使用する消耗品やアクセサリー類は，プジョー純正部品をご使用ください。市場で販売されている汎用
のアクセサリー類のなかには，安全性に対して配慮がなされているとはいいがたいものも見受けられます。プジョー
車本来の安全性や耐久性を損わせないためにも，プジョー純正部品やアクセサリー類をご使用ください。

改造について
プジョー106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。むや
みな改造を行なわないようにしてください。また，本書に記載のない整備や修理は正規プジョーディーラーにご用命
ください。

重要安全情報

危険 

警告 

注意 



エンジンイモビライザーについて

●イグニッションキー
イグニッションキーの内部（プラスチック部分）に車両を識別する電子装置が内蔵されています。
それぞれのキーには個別のコードが登録されており，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コードが
異なる場合は，エンジンを始動することはできません。

●スペアキー
もし予備のキーが必要なとき，あるいはキーを取り替えるときに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，登録作業をお申しつけください。

●コンフィデンシャルカード
お車には，コンフィデンシャルカードが入っています。このカードには，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に必要な暗証番号が記載されています。
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。

・ブランクキーを合い鍵屋で複製しても，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。

・万一，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，ほか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）

ことをおすすめします。お近くのプジョーディーラーにご相談ください。

・中古車としてお求めになった場合は，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。

注意 
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Ⅰ

第Ⅰ章 安 全
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本書では運転装置の取り扱い方法の説明は，運転免許証所有者を対
象としてあります。プジョー106特有の機能については，確実な知識
を持たずに運転すると危険なものも存在します。
お車の保守（メンテナンス）についての説明は，特殊な工具や設備，
技術を必要としない一般的なものに限定してあります。そのなかに
も手順を誤ると危険なものが存在しますので，本書をよく読んで理
解したうえで作業を始めてください。本書に記載のない保守（メン
テナンス）作業は，プジョーディーラーにお申しつけください。

安全
１．安全上の注意事項

プジョー106の取り扱い方法については，運転装置の取り扱い
方法とお車の保守（メンテナンス）方法の2種類に大別できま
す。
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Ⅰ

危険（毒性）
バッテリーの取り扱いについて

２．車体の警告ラベル

①エンジンルーム内

注意ブレーキフルード 警告 燃料カットオフ装置リセット（復帰）ボタン

警告 電動クーリングファン

警告（高電圧）イグニッションシステム

警告（高温）ラジエーターキャップ
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②室内

警告 エアバッグシステム装着車

警告 助手席エアバッグシステム装着車

警告 サイドエアバッグ装着車
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・外気温が低く，凍結するおそれのあるときはウィンドウウォッシャーを使用しな
いでください。噴射したウォッシャー液がウィンドウで凍結すると，かえって視
界が妨げられるおそれがあります。

・運転中に携帯電話などの操作は避けてください。運転中に携帯電話の操作に気を
取られ，衝突事故を起こすおそれがあります。

・グローブボックスを開けたまま運転しないでください。衝突の際に，開いたグロー
ブボックスの角に身体が当たり，負傷するおそれがあります。

・運転席のダッシュボードやリアシートのラゲッジカバーの上に，硬い物や重い物
を置かないでください。加速やブレーキをかけたときに物が飛んできて，乗員が
負傷するおそれがあります。

・エンジンをかけたまま，車内で仮眠や休けいをしないでください。
－気づかずにシフトレバーを動かして飛び出したり，アクセルペダルを踏み込ん
でエンジンの過熱から火災になる危険があります。

－万一，車内に排気ガスが侵入すると，一酸化炭素中毒になる危険があります。
・灰皿を使用した後はかならずふたを閉じてください。ふたを完全に閉じないと，
吸いがらに燃えひろがって火災になるおそれがあります。また，燃えやすいもの
を灰皿の中に入れないでください。

・車載ジャッキで車を持ち上げているときは，不安定な状態になります。ジャッキ
の外れに十分注意してください。
－絶対に車体の下に身体を入れないでください。万一ジャッキが外れると，大き
な傷害を受ける危険があります。

－車載ジャッキで持ち上げている反対側の車輪に輪止めをかけてください。
・ホイールを取り付けているボルトに油脂類を付着させないでください。走行中に
ネジがゆるみ，ホイールが外れるおそれがあります。

・給油口いっぱいまで給油しないでください。燃料が膨張してあふれると，引火し
て火災になるおそれがあります。

３．取り扱い上の注意事項

お車を取り扱う際には，次のことに十分注意してください。

・万一の衝突に備えて，運転者だけでなく同乗者もシートベルトを正しく着用して
ください。
－バックレスト（背もたれ）はできるだけ立てて，シートに深く腰掛けてください。
－シートベルトはできるだけ腰の低い位置にかけてください。腹部にベルトをか
けると，衝突の衝撃で腹部に傷害を受けるおそれがあります。

－シートベルトが首にかからないようにしてください。身長の低いお子さまには，
そのままシートベルトを着用せず，適切なチャイルドシートなどを併用して
ください。

－妊娠中の方や負傷者など，シートベルトの着用が難しい方は，医師と相談した
上でシートベルトを着用してください。

・可燃物や危険物は，車に積まないでください。衝突の際に引火して火災を起こす
危険があります。また，車内が高温になり，爆発するおそれがあります。

・重量物を積載するときは，トランク内にしっかりと固定してください。固定が不
十分な場合，衝突のショックで荷物が車内に飛び込み，乗員が負傷するおそれが
あります。

・走行中はイグニッションスイッチをオフにしないでください。
－走行中にエンジンが停止して，ブレーキの倍力装置などの重要な安全装置が働
かなくなり，たいへん危険です。

－万一，イグニッションキーが抜けるとステアリングロックがかかり，操縦がで
きなくなる危険があります。

・長い下り坂では，通常より1段低いギアに入れてエンジンブレーキを併用してく
ださい。長い下り坂でブレーキをかけ続けると，ブレーキが過熱してブレーキが
効かなくなるおそれがあります。

・フロントおよびリアフォグランプは，濃霧のときのみ使用してください。平常時
に交通量の多い道路でフォグランプを使用すると，周囲の車を眩惑させ迷惑をか
けます。
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ドアやウィンドウの開閉は，大人が操作してください。
－お子さまが周囲をよく確認せずにドアを開くと，後続の車や
バイク，自転車などにドアをぶつけるおそれがあります。

－ドアやウィンドウを閉じるときは，お子さまの指などをはさ
まないよう注意して開閉操作してください。

４．お子さまが同乗する場合

プジョーでは，お子さまが乗る場合の安全を十分配慮して車の設計
と製造を行なっておりますが，お子さまが同乗する場合の安全対策
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。

注意 

・お子さまが乗車する場合は，なるべく後席に乗車させ，小さな
お子さま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。

・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。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。

・チャイルドシートを後ろ向きにして助手席に取り付けな
いでください。助手席エアバッグが作動したときに，ふく
らんだエアバッグでケガをするおそれがあります。

・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。
－お子さまのいたずらにより，車が動き出して事故を起こすお
それがあります。

警告 
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５. エアバッグ，シートベルトプリテンションの注意事項

プジョー106には，衝突の際に乗員を保護するエアバッグシステムおよ
びシートベルトプリテンションシステムが装備されています。これらの
システムを正しく取り扱わないと，かえってケガを大きくしたり，万一
のときに作動しなくなるおそれがあります。

●運転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。ステアリングホイール内に折りたたまれていたエアバッグは瞬
時にふくらんで，運転者の胸や頭がステアリングホイールに強く打
ちつ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，若干刺激性があります。

●助手席エアバッグシステム
運転席エアバッグと同様の機能を持っており，同時に作動します。

●フロント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。

●フロント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。

●サイドエアバッグシステム（装備車）
サイドエアバッグシステムは，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んで乗員の身体に加わる衝
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それぞ
れのシートに取り付けられており，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
ルスをシートに取り付けられたエアバッグシステムに送ります。
シートバック内に折りたたまれていたエアバッグは瞬時にふくらんで
あらかじめ設定された開口部から車内に展開し，乗員の胸や頭がドア
パネルに強く打ちつ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，若干刺激性があります。

●サイドエアバッグが作動する場合
側面からの強い衝撃が加わって乗員の頭部や胸部その他身体に重大な
傷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。

●サイド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，軽度である場合にも作動しません。
イグニッションスイッチがオフの状態では作動しません。
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シートベルトプリテンションシステム
前方から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，
身体を拘束する効果を高める装置です。この装置は，運転席横のシート
ベルトのキャッチ（ベルト金具の受け）に組み込まれています。

・運転席のシートベルトキャッチ付近の部品をむやみに外さないでくだ
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。

・10年を経過したエアバッグシステムおよびプリテンションシステム
は新品に交換する必要があります。プジョーディーラーにご用命くだ
さい。

衝突したときには
万一，衝突事故を起こしたときには次のことをお守りください。

・エアバッグおよび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。かなら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。

・エアバッグが作動していなくてもシステムの点検が必要です。
プジョーディーラーで点検を受けてください。

車を廃車にするときには
エアバッグおよびシートベルトプリテンションシステムにはガス発生器
が組み込まれており，そのまま廃車にすると思わぬところで破裂する危険
があります。かならずプジョーディーラーでガス発生器の処理を行なって
から廃車するようにしてください。

警告 

注意 

・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。かならずシートベルトを正しく着用してください。
・エアバッグは，速度が低かったり斜め側面や後方から衝撃を受
けたとき，横転したときには作動しないことがあります。
・正しいシート位置で乗車してください。ステアリングホイール
やドア，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。
・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。エアバッグの展開を妨げます。
・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。
・助手席側のダッシュボードの上に物を置いたり，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，乗員がケガをするおそれがあります。
・エアバッグの近くにある部品をむやみに外さないでください。
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。
・フロントシートを取り外したり，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。

警告 
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第Ⅱ章 車両各部の名称
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車 両 外 部 - 1

ドアミラー（Ⅲ-7，8）

タイヤ（Ⅳ-1，2）

けん引フック（Ⅳ-3）

フロントドア（Ⅲ-1，2）

フロントフォグランプ（Ⅲ-11,Ⅳ-5，6）

ボンネット（Ⅲ-3，4）

フロントワイパー（Ⅲ-12）

ヘッドランプ
ポジションランプ（Ⅲ-11,Ⅳ-5，6）

ジャッキアップポイント（Ⅳ-1，2）
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車 両 外 部 - 2

テールランプ（Ⅲ-11,Ⅳ-5，6）

フューエルリッド（Ⅲ-3，4）

方向指示器（Ⅲ-11,Ⅳ-5，6）

リアフォグランプ（Ⅲ-11,Ⅳ-5，6）

けん引フック（Ⅳ-3）

スペアタイヤ，ジャッキ（Ⅳ-1，2）

テールゲートおよび
開閉キーシリンダー（Ⅲ-3，4）
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車 両 内 部 - 1

フロントシートベルト（Ⅲ-7，8）

リアシートベルト（Ⅲ-7，8）

リアシート（Ⅲ-5，6）

フロントシート（Ⅲ-5，6）

フロントドア（Ⅲ-1，2）
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車 両 内 部 - 2

イグニッションスイッチ（Ⅲ-9）

パーキングブレーキ（Ⅲ-10）

各スイッチ類（Ⅲ-13，14）

シフトレバー（Ⅲ-10）

空調装置（Ⅲ-19）メーターパネル（Ⅲ-15，16）

グローブボックス（Ⅲ-17，18）

ワイパー，ウォッシャー（Ⅲ-12）方向指示器，ホーン（Ⅲ-11）
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第Ⅲ章 各装置の取り扱い方法
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1.ドアを解錠または施錠するには,キーをドアの錠穴①に差し込んで
回してください。ドアとテールゲートが自動的に同時に解錠また
は施錠されます。車内からの施錠・解錠はウィンドウ近くにある
ロックボタンで行ないます。テールゲートのロックはフロントド
アに連動して作動します。ドアを開けるときは，ドアハンドルを
前側へ引いてください。
2.リモートコントロール
メインキー②のボタンAを押すと，ドアとテールゲートが同時
に施錠され，ボタンBを押すと解錠されます。電波式ですので
ポケットやバッグの中で誤ってボタンを押すと，気が付かない
うちにロックが解除されてしまうことがありますのでご注意く
ださい。
3.電池交換
リング部分をコインなどで開いて同じ電池③（CR1620：1個）と
交換してください。
4.初期化
電池交換後など,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イグニッションをオフにします。
②イグニッションをオンにします。
③直ちにボタンAを押します。

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。

ドアロック，ドアの開閉

注意 

キー番号のついたラベル（またはタグ）をかならず保管してく
ださい。キーを紛失した場合でもこの番号を指定することによ
り複製ができます。

注意 
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●ボンネット

1.ステアリングコラムカバー下側のレバー①を引き，ボンネットの
ロックを解除します。

2.ボンネット下のロックレバー②を押し上げ，ボンネットを開きます。

3.持ち上げたボンネットを確実に保持するため，ボンネットをいっぱ
いに開けます。

ボンネットをゆっくり下げ，下から30cmぐらいの位置で手を離すと，
ボンネットの重みで自然に閉まります。

熱でガソリンがあふれ，火災を起こすおそれがあります。給油
口にあふれてくるまで給油しないでください。

・ボンネットを閉めるときは,ボンネットを上から押さないでく
ださい。
・ボンネットを軽く持ち上げて，ロックされていることを確かめ
てください。

●テールゲート
車のキーあるいはキーのリモコンで解錠した後，ボタン④を押して
上げると，テールゲートが開きます。テールゲートが上まで開くと，
中のランプが点灯します。
閉める際には，手で軽く下に押すようにしてください。
集中ドアロックでドア，テールゲートを施錠した場合にも，キーを
使ってテールゲートだけ単独で解錠することができます。ただし，
テールゲートをキーで施錠してもドアはロックできません。

●フューエルリッド
フューエルリッド③の開閉は，キーをリッド中央にある錠穴に差し
込んで回すことにより行ないます。
ドア，テールゲートの集中ドアロックとは連動していません。

警告 

注意 

ボンネット，フューエルリッド，テールゲートの開閉
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●フロントシート ●リアシート
リアシートは左右単独（非対称）でも前に倒すことができます。
大きな荷物を運ぶような場合にリアシートを倒すことにより，ラ
ゲッジスペースを広げることが可能です。

ストラップ⑤（仕様による）を引くか，シートクッション後部
を持ち上げて前方に引き起こします。

両サイドにあるリリースレバー⑦を引き上げて，背もたれの
ロックを解除します。

背もたれ⑧を前に倒します。

加速や制動時に物が飛んで，乗員が負傷するおそれがあります。
走行中はラゲッジカバーの上に，硬い物，重い物を置かないで
ください。

シート，ラゲッジカバー

警告 

レバー①を引き上げると，シートが前後に動かせます。最適な
位置に調整してから，レバーから手を離してください。シート
の前後位置が固定されます。

シート横のレバー②を後に倒すと，背もたれの角度が変えられ
ます。最適な位置に調整してから，レバーから手を離してくだ
さい。位置が固定されます。

姿勢にあわせて高さと傾き（仕様による）の調節ができます。
下げるときや取り外すときは基部のノブを押しながらヘッドレ
ストを動かしてください。

シート横のレバー②を前に倒すか，またはシート後部下側にあ
るレバー④を引き上げ，背もたれを前に倒しながらシートを前
に動かし，リアシートへの乗り降りをしてください。

安全のため，かならず停車中にシートを調節してください。走行
中に調節すると，車の動きによりシートが大きく動くと運転が妨
げられ，事故につながるおそれがあります。

警告 

●ラゲッジカバー
ラゲッジカバー⑨を取り外すには，左右のコード⑩を外し，ラゲッ
ジカバーを上げて外してください。

・リアシートの背もたれはロックされるまで確実に戻してくださ
い。ロックが不完全な場合，衝突の衝撃でラゲッジスペースの
荷物が室内に飛び込み，乗員が負傷するおそれがあります。

・ラゲッジスペースに積載する荷物は確実に固定してください。

警告 

リアシートを元に戻すときには，シートベルトを元どおりに通し
てください。

注意 
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・シートの背もたれはできるだけ垂直に立て，深く腰掛けるように
してください。背もたれを大きく倒していると，衝突のときに身
体がベルトの下をくぐり，ベルトによって傷害を受けるおそれが
あります。
・腰部のシートベルトはできるだけ腰の低い位置で，腰骨にかける
ようにしてください。ベルトが腹部にかかっていると，衝突の衝
撃で腹部が圧迫されて傷害を受けるおそれがあります。
・３点式シートベルトでは，肩部のベルトが首にかからないように
注意してください。身長が低いお子さまなどは，かならずチャイ
ルドシートを併用してください。

・事故でシートベルトに衝撃を受けたときは，かならずベルトと
運転席のプリテンションシステムを交換し，同時にベルトの取
り付け箇所の点検も受けてください。
・ベルト本体や取り付け金具に一切変更を加えないでください。

●フロントシートベルトの着用
1.肩と首の間にベルトが通るようにベルトを引き出します。
2.ベルトのバックルプレート①を，シート横のバックル②にカチッ
と音がするまで差し込みます。
3.ベルトを外すときは，バックルの赤いボタンを押します。

●リアシートベルトの着用
リアシート用シートベルトは左右座席は３点式③，中央座席は２点
式④が装備されています。２点式ベルトは，あらかじめベルト金具
にある調整用バックルで適正なシートベルトの長さに調節します。
３点式ベルトはフロントシートと同じ要領で着用します。

●室内バックミラー
昼間用と夜間用をレバーで切り替えることができます。

●電動ドアミラースイッチ

イグニッションスイッチがオン（M）またはアクセサリー（A）の
位置で作動します。

ミラーの調節はドアの内側にあるスイッチで行ないます。調節した
いミラーが左側であればロッカースイッチＡの左側を，右側であれ
ばスイッチの右側を押します。

ミラーは上下・左右に角度が変えられます。動かしたい側にスイッ
チＢを押してください。調節が終わったら，ロッカースイッチを中
立位置に戻してください。

ドアミラーには曇り取り用熱線が入っており，リアウィンドウの曇
り取り装置と同時に作動します。

ドアミラーは手動で格納できます。元の位置に戻す時は，ミラー本
体を倒した時の逆の方向へ動かしてください。ロックが外れ，スプ
リングにより元の状態に戻ります。その際，指をはさまないように
注意してください。

シートベルト，バックミラー，ドアミラー

警告 

注意 
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肩から外れている

首にかかっている

フロントシートベルトの高さ調節

フロントシートベルト リアシートベルト

電動ドアミラースイッチ

室内バックミラー
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イグニッションキーの位置は４つあります。

イグニッションはオフとなります。この
位置でキーの抜き差しができます。

イグニッションはオフですが，ラジ
オやパワーウィンドウなどのアクセサリー装備は使用できます。
バッテリー警告灯が点灯します。

イグニッションはオンとなり
ます。次の各種警告灯が点灯します。

－油圧警告灯
－バッテリー警告灯
－ブレーキ警告灯
－エンジン自動診断警告灯
－シートベルト警告灯（運転席のシートベルトを着用していない
ときに点灯します）
－ＡＢＳ警告灯（２～３秒点灯して消灯します）
－エアバッグ警告灯（２～３秒点灯して消灯します）

イグニッションキーをオンにすると，サービスインジケーターに
続いて約10秒間，油量を表示します。油量は下図のように表示さ
れます。

アクセルペダルを踏み込まずにキー
を回します。エンジンが始動したらすぐにイグニッションキー
から手を離してください。次の各種警告灯が消灯します。

－油圧警告灯
－バッテリー警告灯
－エンジン自動診断警告灯

・エンジンを停止すると，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。走行中はイグニッションがオフに
なる位置（StまたはA）にしないでください。

・ステアリングがロックされ，操縦ができなくなって事故を起こ
すおそれがあります。走行中は絶対にストップ位置（St）に回
さないでください。

・急発進して人や物を傷つけるおそれがあります。エンジンを始
動するときは，ギアレバーをニュートラルの位置に入れ，ハン
ドブレーキが引いてあることを確認してください。

エンジンの始動（イグニッションスイッチ）

警告 

「油量は十分です」 「油量を点検して下さい」 「油量が不足です」
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●パーキングブレーキ

レバー先端のボタンを押しながら，少し引き上げてブレーキを解除
します。

●アンチロック・ブレーキシステム（ＡＢＳ）
ＡＢＳは，車輪がロックしそうになると自動的にブレーキの効きを
弱め，車の操縦性を確保する装置です。この装置により，ブレーキ
をかけながら安定したハンドル操作ができます。

●ギアシフトレバー
ギアの位置はシフトレバーのノブに表示されています。
ギアをリバース（後退）位置に入れるときは，車を停止させてから
行なってください。

パーキングブレーキ，ＡＢＳ，シフトレバー

注意 

ABSは制動距離を短くする装置ではありません。路面の摩擦に
応じて制動距離が伸びますので，滑りやすい路面では慎重に運転
してください。

警告 

・ＡＢＳ警告灯がイグニッションオンにした後，数秒
経過しても消灯しない，あるいは，走行中に点灯し
た時は，ＡＢＳの機能に異常がある場合がありますが，
本来のブレーキ性能に影響はありません。プジョーディーラー
で点検を受けるようにしてください。
・ブレーキを踏み，ＡＢＳが作動した場合に，ブレーキペダルが
振動することがあります。これは，この車に装着されているＡ
ＢＳの正常な作動で，故障ではありません。そのままブレーキ
ペダルを踏み続けてください。
・イグニッションスイッチをオンにした状態で，ホイール，タイヤ
を交換するなどの作業を行なった時に，シャフトを回転させる
と，メモリーに故障の情報が入力され，ＡＢＳ警告灯が点灯す
る場合があります。その際は，プジョーディーラーで点検を受
けるようにしてください。
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●ライトスイッチ（リング A ）

①すべてのライトが消灯します。

②ポジションランプおよびテールランプが点灯します。

③ヘッドランプのロービームが点灯します。

④ヘッドランプをハイビームに切り替えるときには，スイッチレバー
を手前にいっぱいに引きます。再度，手前に引くとロービームに
切り替わります。スイッチレバーを一段だけ手前に引くと，パッ
シングライトとして使用できます。

イグニッションキーがストップかアクセサリーの位置，またはキー
が差し込まれていない状態で，ライトスイッチを②または③④にし
たままドアを開けると，ライト消し忘れブザーが鳴ります。

●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てください。
左方向に出す場合：ライトスイッチレバーを下に動かしてください。
ハザードスイッチを押しているときは，方向指示器は作動しません。

●ホーン

ライトスイッチレバー先端のボタンを押してください。

●フロントフォグランプ
ポジションランプまたはヘッドランプがオンのときに点灯します。
（リングＢ－①，②のポジション）

●フロント及びリアフォグランプ

ポジションランプまたはヘッドランプがオンのときに点灯します。
（リングＢ－②のポジション）
ポジションランプをオフにすると，フロントフォグランプのみ点灯
する位置に戻ります。

周囲の車両に眩惑を与えるおそれがありますので，フロント
フォグランプおよびリアフォグランプは不要なときには消灯
してください。

（リング A） 

OFF

（リング B） 

ヘッドランプ，方向指示器，ホーン，フロント/リアフォグランプ

警告 
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●フロントワイパー
ワイパーレバーを図のような５段階の位置に動かして作動させます。
１．レバーを押し下げている間だけ作動します。下げてからすぐ手

を離すと１回だけワイパーが作動します。
２．停止
３．間欠作動
４．通常作動
５．高速作動

●ウィンドウウォッシャー
ワイパーレバーの位置に関係なく，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，ワイパーが数回作動します。

●リアワイパー
フロントワイパーレバーのスイッチＡを向こう側に1/8回転さ
せます。

●リアウィンドウウォッシャー
ワイパーレバーのスイッチＡをさらに向こう側へ1/8回転させると
ウォッシャー液が出ます。

フロントまたはリアウィンドウウォッシャーが作動しないときは，
エンジンルーム内のウォッシャー液タンクの量を点検してください。
フロントワイパーとリアワイパーのブレードの交換については，
プジョーディーラーにお申しつけください。

ワイパー，ウォッシャー
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●各灯火装置類

調整ダイヤルを動かすことにより，4段階に調整できます。数
字が大きくなるほど光軸が下がります。乗車人数が多い場合
や，ラゲッジルームに重量物を積んだ場合には，下向きに調整
してください。

メーターパネルの照明の明るさを調整できます。

ポジションランプまたはヘッドランプが点灯している時のみ点
灯します。リアフォグランプは霧，雨，雪等の天候により，視
界が悪いときに自車の存在を後続車に知らせるためにご使用く
ださい。

取り外すときは，手前に引き出します。

レンズ自体がスイッチを兼ねています。

前側に倒すとランプは点灯しません。

中立の位置にすると，ドアが開くと点灯します。

後側に倒すとドアの開閉とは無関係に点灯します。

イグニッションスイッチが“Ａ”か“Ｍ”の位置のとき，ラン

プが点灯します。

ダッシュボード（各灯火装置類）
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ヘッドランプ
照射角度調整装置

メーターパネル
照明コントロールダイヤル

リアウィンドウ
熱線スイッチ

ハザードスイッチ

11 14
12 1 2 3 4 13 14 13 8

6

18 12 19 14

5 17 16 7 9 10 15
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走行中点灯した場合は，オーバーヒートの状態です。車を安全
な場所に停め，ボンネットを開けて通風を良くし，エンジンの
温度が下がるのを待ってください。

オドメーターとトリップメーターはインジケーターの左下のノ
ブを押して切り替えます。トリップメーター表示の時にノブを
3秒以上押し続けると，ゼロリセットされます。

ファンベルトが切れているか，張りがゆるんでいる時，または
充電系統の故障により点灯します。

パーキングブレーキがかかっている時，あるいはブレーキ液が
不足している場合に点灯します。

イグニッションスイッチをオンにした後，数秒間経過しても消
灯しないか，あるいは走行中に点灯した時はＡＢＳの機能に異
常がある場合がありますが，本来のブレーキ性能には影響はあ
りません。

エンジンオイルの圧力またはオイル量が不足しています。

点火系統または燃料噴射系統に異常がある場合に点滅または点
灯します。

指針が赤色の範囲にある場合は速度を落として走行してく
ださい。

フューエルタンク内に残っている燃料が５　以下になると点灯
します。

運転席側のシートベルトが着用されていない時に点灯します。

3秒間以上押し続けると「時」が点滅し，5秒間放置すると「分」
が点滅します。点滅中にノブを押してそれぞれの時間を合わせ
ます。

イグニッションスイッチをオンにした後，数秒間経過しても
消灯しないか，５分間点滅した後に点灯した場合は，プジョー
ディーラーで点検を受けてください。

どの警告灯が点灯した場合も，そのまま走行を続けると装置が
損傷したり，重大事故を招くおそれがあります。すぐお近くの
プジョーディーラーで点検を受けるようにしてください。

メーターパネル，警告灯

注意 
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ボタン①を押している間だけ上昇または下降します。

レバー②を起こし，ロックを解除してから窓を押して開けて
ください。

取り外すときはロック③を押し下げながら，灰皿を手前に引
き出します。

取り外すときは，灰皿④全体を引き上げます。

ハンドル⑤を引くと，グローブボックスが開きます。運転中
はグローブボックスを閉じてください。取扱説明書は，運転
席あるいは助手席シート下のトレイに収納してください。

パワーウィンドウ，その他装備品
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スイッチ①を押すと，インジケーターランプが点灯し，エアコ
ンが作動します。

左（緑色側）に動かすと吹出温度が低くなります。
右（赤色側）に動かすと吹出温度が高くなります。

ダイヤル③の操作によって風量を調節します。数字が大きくな
るほど風量が増えます。

ボタン④を押すと，インジケーターランプが点灯し外気が車内
に入らなくなります。嫌な臭いが車内に入るのを防ぐ時や，急
速に冷暖房したい時に押してください。

ノブ⑤をスライドさせて吹出し口を切り替えます。

ダッシュボード中央の吹出し口と両サイドの吹出し口か
ら風が吹出します。

足元の吹出し口から風が吹出します。

フロントウィンドウおよび足元の吹出し口から風が吹出
します。

フロントウィンドウ吹出し口から風が吹出します。

ノブがどの位置にあっても中央および両サイドの吹出し口から
は常時風が出ます。それぞれの吹出し口には，風を止めること
ができるシャッターが付いています。吹出し口横にあるノブで
切り替えてください。また吹出し口は上下左右の方向に風向き
を調節できます。

空調装置
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エアバッグ警告灯
イグニッションキーをオン（M）の位置にした時，数秒間点灯し，
その後消灯します。

・警告灯が消灯しないか，走行中に点灯した場合，かならずお近
くのプジョーディーラーで点検をお受けください。
・エアバッグシステムは，シートベルトと併用して使用すること
により効果があります。運転中はかならずシートベルトを着用
してください。
・エアバッグモジュールおよびシステムは，ステアリングホイー
ルやシート，ダッシュボード内に組み込まれています。これら
を取り外す作業を行なう場合は，かならずプジョーディーラー
にご相談ください。
・事故で衝撃を受け，エアバッグシステムが作動した場合は，か
ならずシステム全体の交換と点検が必要です。また，10年を
経過した場合も同様にシステムを交換してください。
・エアバッグシステムが装着されている車両を廃車する場合，ま
たはエアバッグシステムを廃棄する場合は，特殊な廃棄作業が
必要になります。かならずプジョーディーラーにご相談ください。

エアバッグ警告灯

警告 

運転席エアバッグ 助手席エアバッグ

エアバッグ警告灯
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触媒コンバーター
日本仕様には，日本の排気ガス基準に適合させるため，車体中央部
の床下に触媒コンバーターが装着されています。

触媒コンバーターを損傷させ，排気ガスの浄化作用を損なうおそれ
があります。次のことをお守りください。
・燃料はかならず無鉛ガソリンを使用してください。有鉛ガソリン
を使用すると，触媒コンバーターが損傷します。
・燃料を切らさないようにしてください。
・ミスファイヤなどエンジンが不調の時は運転を避けてください。
・エンジン回転中に，点火プラグコードを抜かないでください。

・乾燥した枯れ草や紙くずなど燃えやすい物の上に車を停めない
でください。触媒コンバーターは停車した後でも高温になって
いますので，燃えやすい物に燃え移って火災になるおそれがあ
ります。
・走行中に排気温警告灯【 】が点灯したときは，すみやか
に停車してエンジンを停止してください。（仕様により異なり
ます。）
－排気温度が下がって警告灯が消灯するまで停車してください。
－警告灯が消灯したら走行できますが，なるべくゆっくりと運
転してください。

－いったん点灯した警告灯が後で消灯しても，すみやかにプジョ
ーディーラーで点検を受けてください。

保安炎筒

・キックパネル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，新品をお求めになってくだ
さい。

・非常用信号としてのみご使用ください。
・お子さまにさわらせないでください。
・ガソリンなどの可燃物の近くでの使用は危険です。また，炎を
顔や体に向けるとやけどの危険があります。

・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（排気温警告灯），保安炎筒

注意 注意 
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車両には燃料カットオフ装置が装着され，エンジンルーム内に燃料
カットオフ装置のリセットボタンが設置されています。
この装置は，事故などにより車体に強い衝撃を受けた場合に，自動
的に燃料の供給を止めてエンジンを停止させるとともに，損傷した
燃料パイプからの燃料の漏れを最小限に抑えるものです。

燃料の供給を再開させ，エンジンを再始動させるには，リセットボ
タンの頭部をゴムカバーの上から指で押してください。燃料カット
オフ装置がリセットされ，エンジンの再始動が可能になります。

事故等で車体が損傷を受け，特にガソリン臭がする場合には絶
対にリセットボタンを押してエンジンを再始動させないでくだ
さい。重大な二次災害（車両火災）につながるおそれがあります。

燃料カットオフ装置の取り扱い方法について

警告 
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●作動

イグニッションをオンにした後5秒間，スパナのマークが現れます。
表示された数字は，次回の点検までのおよその残りkm数を表します。

例：次回の点検までおよそ4,800kmであることを示しています。

5秒を経過すると油量表示に切り替わり，その後積算走行距離（オド
メーター/トリップメーター）を表示します。

なお，次回の点検までが1,000km以内の時はスパナのマークだけが
そのまま残って次回の点検が近いことを知らせます。

●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km数が点滅します。

例：点検時期を経過してから約300km走行したことを示してい
ます。

5秒を経過するとほかの機能を表示しますが，スパナのマークはそ
のまま残って点検が必要であることを知らせます。

サービスインジケーター
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●点検間隔の設定

お車の使用環境によっては，点検間隔を短くしてこまめにオイル交
換などを実施したいことがありますが，その際は，以下の方法で次
回の点検までの間隔を10,000km，20,000km，30,000kmに設定することが
できます。
・イグニッションをオフにします。
・インジケーター左下のリセットノブを押し続けます。
・そのままイグニッションをオンにします。
・数字が10から0までカウントダウンを始めます。
・0になる前にリセットノブを離します。
・設定値が表示され，ノブを押すたびに設定km数が入れ替わりま
す。(下図参照)
・希望するkm数が表示されたら，リセットノブを押し続けます。
・設定値が10秒間点滅します。
・点滅が終了したらリセットノブを離します。

●ゼロリセット
リセットはプジョーディーラーが点検終了後に行ないますが，お
客様がご自分で点検をされてリセットする際には以下の方法で行
ないます。
・イグニッションをオフにします。
・インジケーター左下のリセットノブを押し続けます。
・そのままイグニッションをオンにします。
・次回の点検までのkm数が点滅します。
・そのままリセットノブを10秒間押し続けます。
・表示が0に戻り，スパナのマークが消えます。

Ⅲ





Ⅳ

第Ⅳ章 基本的なトラブルへの対処について
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・バランスが崩れた場合に車両がジャッキから外れ，体の上に落
ちてくるおそれがあります。付属のジャッキを使用するときは
車の下に入らないでください。
・ホイールボルトとハブのネジ部には注油しないでください。走
行中にネジがゆるんでタイヤが外れ，事故を起こすおそれがあ
ります。
・車両が傾いてジャッキから落ち，負傷するおそれがあります。
ジャッキアップする反対側の車輪に輪止めを使用してください。

①硬く平坦な路面上の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，イグニッションをオフにします。

③乗っていた人は全員車から降ります。

①トランク内からホイールレンチを取り出します。

②ホイールレンチを使って，スペアタイヤキャリアのボルトを
ゆるめます。

③スペアタイヤキャリアを持ち上げて，フックを後方に引いて
外しスペアタイヤを降ろします。

④スペアタイヤからジャッキを取り出します。

①降ろしたスペアタイヤを取り外すタイヤ近くの車体の下に置
きます。

②取り外すタイヤと対角線の位置のタイヤに，石やブロックま
たは市販の輪止めを当てます。

ホイールの交換

警告 

A A
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③ホイールレンチを使用して，ホイールボルトを少しゆるめます。

④取り外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
キを置き，ジャッキとジャッキアップポイントがかみ合うま
でジャッキハンドルを右（時計方向）に回します。

⑤タイヤが軽く浮くまでジャッキハンドルを右（時計方向）に
回します。

①ホイールボルトを外して，タイヤを取り外します。

②スペアタイヤをあてがい，ホイールボルトを仮止めします。

③ジャッキのハンドルを左（反時計方向）に回し，車体を下に
降ろします。

④ホイールボルトをレンチでしっかり締めてください。

⑤取り外したタイヤは，スペアタイヤキャリアに乗せて持ち上
げ，フックにかけてください。

⑥ホイールレンチを使用して，スペアタイヤキャリアのボルト
を締め付けてください。

・車載の純正品ジャッキをご使用ください。
・車種によっては応急用タイヤが使用されます。空気圧は
4.2kg/cm3です。このタイヤはあくまでも応急用としてご使
用ください。最高速度は80km/h以下としてください。
・タイヤを交換するときは，かならず指定サイズおよび同一種類
のタイヤを使用してください。その他のタイヤを使用すると，
車の安全走行に悪影響をおよぼします。
・ジャッキは，かならず平坦で硬い路面の上でご使用ください。
傾斜のある道路またはじゃり道や雪道などで使用すると，
ジャッキが外れて大きな事故につながるおそれがあります。
・スノータイヤは駆動輪のバランスを取るため，4輪すべてに装
着してください。
・タイヤチェーンは前輪に取り付けます。取り付け方法は，タイ
ヤチェーンの取扱説明書を参照してください。

注意 

注記：
車両によってはホイールボルトにキャップが装着されています。
その場合は，ホイールレンチに付属する専用ピンセットを差し込
んで外してからボルトをゆるめてください。
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けん引時は，シフトレバーをニュートラルに，イグニッションキー
を“Ａ”の位置にしてください。

●車体を持ち上げずにけん引する場合

けん引ロープをバンパー下のけん引フックに掛けてください。

けん引ロープをバンパー下のけん引フックに掛けてください。

けん引方法

●車体前部をつり上げてけん引する場合

●後部をつり上げてけん引する場合

注意 
・けん引に関する法規を順守してください。
―けん引する車との車間距離が5m以内になるようにしてくだ
さい。

―けん引する車の前端と，けん引される車の後端の距離が25m
以内であることを確かめてください。

―けん引ロープの中間に，0.3m2以上の大きさの白い布を付け
てください。

・余ったけん引ロープは，車輪などの回転部分に巻き込まれない
よう，適切な箇所に結んでください。
・けん引される車のエンジンが停止していると，ブレーキの倍力
装置が作動しないため，通常より強い力でブレーキペダルを踏
む必要があります。
・けん引される車は，ブレーキを多用することになり，ブレーキ
の温度が高くなってブレーキが効かなくなるおそれがありま
す。坂道でのけん引は避けてください。

けん引フック

けん引フック
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万一バッテリーがあがってしまった場合には，同じ電圧（12Ｖ）の
バッテリーを使って始動することができます。この接続には市販
のブースターケーブルをご使用ください。車の充電系統に損傷を与
えないように，ケーブルは正しく接続してください。

接続は次の順序で行ないます。

・赤色のケーブルを両方のバッテリーの＋端子に接続します。
（プジョー106では＋側端子のゴムカバーを外してください。）

・黒色のケーブルの一端を電力を供給する側のバッテリーの－ター
ミナルに接続します。

・黒色のケーブルのもう一端は，始動させる車のエンジン金属部分
（燃料系統を避ける）に接続します。

・電力を供給する側のエンジン回転数をやや高めに保ちながら，エ
ンジンを始動させます。

・エンジンが始動したら，接続と逆の手順でブースターケーブルを
外してください。

・バッテリーあがりを起こした車は，なるべく早くプジョーディー
ラーで点検を受けてください。

・ブースターケーブルを接続するときは， と　を絶対に接触さ
せないでください。
・バッテリーからは可燃性のガスが発生しますので，火気を近づ
けないでください。
・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
リー液がかかった場合は，すぐに大量の水で洗い流してくだ
さい。
・バッテリーの液量が少ないまま走行を続けるとバッテリーが
爆発することがあります。液量を適正に保ってください

バッテリーあがりの処置

警告 
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新しい電球に交換する前に，電球の種類とワット数を確認してく
ださい。

・丸カバーを1/8回転させて取り外します。

・コネクターを外します。

・固定スプリングを押して電球を取り外します。

・位置決めノッチに合わせて電球を差し込み，スプリングで固定
します。

・コネクターとカバーを取り付けます。

交換の際に電球のガラス部分に直接指を触れないでください。
ガラス部分に油脂分が付着した場合はアルコール等でふきとっ
てください。

・丸カバーを1/8回転させて取り外します。

・ソケットのコネクターを1/8回転させて，取り外します。

・電球を交換します。

・フロントタイヤハウス内のカバーを外します。

・ソケットのコネクターを回し，取り外します。

・電球を交換します。

・車体下側からソケットのコネクターを1/4回転させて取り外
します。

・電球を交換します。

・左右の丸いロックタブを押さえてカバーを外します。

・電球を交換します。

・電球を交換します。

・カバー①を外します。

・グリル②を＋ドライバーを使用して取り外します。

・固定用ナット③を外します。

・テールランプアッセンブリー④を外します。

・タブ⑤をつまみ，バルブホルダーを外します。

・電球を交換します。

灯火器類の電球交換について

注意 
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1, 2

3 5

4 6
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ヒューズボックス
ヒューズボックスはダッシュボードの左下にあります。カバーを手
前に引っ張って外し，ヒューズを点検してください。ヒューズを交
換する際は，備え付けの専用ピンセットをお使いください。ヒュー
ズを交換してもすぐに切れる場合は，プジョーディーラーで点検を
受けてください。

ヒューズの交換
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エンジンルーム内ヒューズ





Ⅴ

第Ⅴ章 メンテナンス方法
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1.外装のお手入れ
自動車が使用される環境はさまざまであり，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。
長期間に渡ってプジョー106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すすめします。

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，ドアの下などは不完全なことが多いので，手洗いをお
すすめします。

まずホースでたくさん水をかけて，ほこりを落としてください。
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。

2.内装のお手入れ

レザーは汚れ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すすめします。
レザーは水につけて固くしぼった布で表面を拭き掃除します。
そのあとでやわらかい清潔な布で空ぶきしてください。
汚れがひどい場合は，市販の皮革用洗剤で清掃してください。

温かい石けん液またはアルコールを含ませ，よくしぼったやわら
かい布で拭き掃除をします。

石けん水をつけて固くしぼった布でベルト部分だけを拭き掃除し
ます。
金属部分に水が付かないようにしてください。

市販のガラス専用クリーナーで洗浄してください。

取り外して車外で十分にほこり，砂を落とし，内装用洗剤で洗っ
てください。

お車の内/外装のお手入れについて
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積雪や凍結した道路を走行する場合は，安全のため冬季用タイヤ
を装着することをおすすめします。冬季用タイヤに交換するとき
は，かなら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，お車に適した性能の冬季用スタッドレ
スタイヤを用意しておりますのでお求めください。スタッドレス
タイヤは，車のバランスを保つため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
ませんので，運転には十分ご注意ください。

・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
常にフル充電されているようにしてください。
・納車時に使用されている冷却水は，温度がマイナス20度まで下
がっても凍結しない不凍液です。
・非常に冷え込んだ天候のときには，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には，パーキングブ
レーキの使用を避け，輪止めを使うかギアを1速またはリバース
位置に入れてください。
・フロントウィンドウが凍結している場合はワイパーを使用する
前に，霜取りを先に行ない，ガラス面の霜が完全に融けるまで
しばらく待ちます。

ウィンドウウォッシャー液には凍結防止剤が入っています。車の
使用地域の気温によって希釈割合が異なりますので，下表を参考
にして補給してください。

・ランプ類や方向指示器などは，冬季に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，潤滑剤を注油しておいてください。
・ドアのゴム製シールには，シリコン潤滑油を塗付します。
・空気取入れ口は，いつもきれいに保つようにしてください。
・雪融け時には特に車が汚れます。こまめに車全体を洗浄し，車体
の下やホイールアーチ部をよく洗ってください。

冬季または寒冷地で使用する場合

使用地域・季節 希釈割合 

原液1に水2

原液1に水1

原液のまま 

凍結温度の目安 

－10℃ 

－20℃ 

－30℃ 

通常 

寒地の冬期 

極寒冷地の冬期 

スノーチェーンはお車に干渉する場合があります。スタッドレ
スタイヤのご使用をおすすめします。

注意 



Ⅴ- 3

日常点検は運転者が行なうことが法律により義務づけられていま
す。適切な間隔で点検を行ない，異常があった場合には，かなら
ず整備を行ないましょう。

１．オイルレベルゲージ

・車を平らな場所に置いてエンジンを止め，オイルレベルゲージ
を抜き，布でゲージに付いたオイルを拭き取ります。

・もとの穴にいっぱいに差し込み，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とｂの間にあれば適切です。

・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。

平均的なオイル消費量は，ならし運転後で1,000kmあたり約
0.5 です。オイルの消費量が急に増えたり，汚れがひどくなっ
た場合は，プジョーディーラーで点検を受けてください。

交換の頻度の目安としては，およそ10,000km走行毎の交換が適当
です。
市街地や山岳地などの走行が多い場合には，オイルフィルターの
交換も頻繁に行なってください。走行距離が短い場合でも，少な
くとも年に１度はオイルを交換してください。

お車を使用する環境により，表から適正な粘度を選択してくだ
さい。プジョー推奨油脂については説明書の最後のページを参
照してください。

２．エンジンオイル補給口
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。

３．オイルフィルター
オイル交換時にフィルターも交換してください。プジョー純正オイ
ルフィルターをご使用ください。

オイル交換の際は，この取扱説明書に示してある推奨オイル，ま
たは同じグレードのオイルをご使用ください。「整備手帳」にはプ
ジョーディーラーで実施する点検や整備の内容および実施時期が
記載してあります。点検整備を受ける場合はあらかじめ予約して
ください。新車時の無料点検サービスは 1,500km から 2,500km 走
行した時点でプジョーディーラーの指定工場でお受けください。
なお，その際には「整備手帳」をご提示ください。ただしフィル
ター，オイル等の消耗品やお客様のご要望による追加整備，修理
につきましては，別途請求させていただきます。

部品を交換する際は，安全性の点からも，また騒音や排気ガス規
制を順守するためにも，かならずプジョー純正部品をご使用くだ
さい。

日常点検
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1.オイルレベルゲージ

オイルレベルゲージ

2.オイル補給口

3.オイルフィルター
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１．ブレーキ液の量
ブレーキリザーバータンク内の液面が　ＤＡＮＧＥＲ　と　ＭＡＸ
の間にあるか点検します。

ブレーキ液の減りが著しいときは，ブレーキ系統に漏れがある
場合があります。早急にお買いあげのプジョーディーラーで点
検を受けてください。

ブレーキ液は時間が経つと，空気中の水分を吸湿して性能が劣化
します。定期的にブレーキ液を交換してください。

２．冷却水の点検と補給
・点検は冷却水が冷えているときに行なってください。
・冷却水が ＭＡＸＩ 近くにないときは，ラジエーターキャップ
を外して冷却水を補給します。（上限以上に補給しないでくださ
い。）
・冷却水の減りが著しいときは，水漏れが考えられます。
お買いあげのプジョーディーラーで点検を受けてください。
・冷却水にはプジョー純正クーラントを混合して使用してくださ
い。混合割合は車両使用地の最低気温により異なります。

・キャップを外す前に，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，思わぬケガをするおそれがあります。

・冷却水の温度が高いときにラジエーターキャップを外すと，蒸
気や熱湯が噴き出してやけどをする危険があります。

・ラジエーターキャップは確実に締めてください。

３．バッテリーについて
バッテリー液のレベルが低い場合には補充する必要があります。
プジョーディーラーにお申しつけください。

４．フィルターエレメントの清掃，交換
・フィルターエレメントの交換は，お買いあげのプジョーディー
ラーにお申しつけください。

・ほこりの多い地区では早めの清掃，交換をおすすめします。

注意 

・クーラントを規定濃度に薄めるときは，上水道（軟水）を使用
してください。

警告 

不凍液濃度 

30％ 

50％ 

凍結温度の目安 

－15℃ 

－35℃ 

通 常 

寒冷地 
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4.フィルターエレメント 1.ブレーキリザーバータンク

2.ラジエーターキャップ 3.バッテリー
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プジョー106を長期間使用しない場合は，以下の保守を行なうように
してください。

１．保管前に行なうこと

・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
を標準より30～50％ぐらい上げてください。

・バッテリーの端子を外してください。

・必要に応じて，ボディーカバーをかけてください。

２．保管中に行なうこと

・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10分かけてバッテリーを充電してください。

お車を長期間使用しないときの保管についてタイヤの点検
タイヤは車の安全について重要な役割を果たしています。タイヤの
グリップが十分になければ，曲がることも，止まることもできませ
ん。タイヤは使用するにつれて消耗し，性能が徐々に変化する部品
です。こまめな点検によりタイヤの性能を維持するよう心がけてく
ださい。

タイヤの空気圧が高すぎる場合は，乗り心地が悪くなるだけでなく，
タイヤのグリップの低下を招きます。タイヤの空気圧が不足したま
ま高速で走行すると，タイヤが破裂するおそれがあります。高速道
路を走行する前に空気圧を確認することをおすすめします。なお，
タイヤの空気は徐々に抜けますので，毎月１回は空気圧の点検を
行なってください。

タイヤにはトレッド溝が浅くなっ
ている部分があります。この部分
をスリップサインといい，タイヤ
円周上の数ケ所に設けられていま
す。タイヤが限度まで摩耗すると，
スリップサインが表面に現れ，ト
レッドの溝が途切れて見えるよう
になります。このスリップサイン
が現れていないか，定期的に点検
してください。
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第Ⅵ章 仕様，諸元値
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車体に車の製造番号が打刻されています。

エンジンルームの前側＊に取り付けられています。

a －製造者名

b－車台番号（ＶＩＮ）
メーカーの識別………………ＶＦ３
車のタイプのコード番号……中間の６けた
製造番号………………………下８けた

c －最大総負荷重量（ＧＶＷ）
d－最大総車両重量（ＧT W）
e －最大前輪車軸負荷
f －最大後輪車軸負荷

＊モデルにより取り付け位置は異なります。

識別表示
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外形寸法
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主要諸元
タ イ プ  プジョー106 S16

● 

5速MT

GF-S2S

ハンドル位置 
右 

左 

トランスミッション 

型 式  

全　　長　（mm) 3,690

1,620

1,370

2,385

1,400

1,355

5.25

960

5

全　　幅　（mm)

全　　高　（mm)

ホイールベース（mm)

トレッド 
前（mm)

後（mm)

最小回転半径 （m)

車両重量 （kg)

乗車定員 （名)

●寸法・重量 

注）仕様あるいは諸元値については，予告なく変更される場合もありま 
　　すのでご了承ください。 
 

型 式 水冷直列4気筒　NFX-F　TU5J4

78.5×82

1,587

10.8

電子制御式 

850    50

118/6,600

14.5/5,200

3.5

7.0

45

95オクタン以上（無鉛プレミアム） 

内径×ストローク 

総 排 気 量（cc)

圧 縮 比  

燃料供給装置 

アイドル回転数（rpm)

最 高 出 力（ps/rpm)

最大トルク（kg・m/rpm)

オイル容量（　)

冷却水容量（　)

燃料タンク容量（　)

オクタン価 

●エンジン 

+-
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クラッチ型式 乾式単板ダイアフラム式 

3.417

1.950

1.357

1.054

0.854

3.584

3.937

FF（前輪駆動） 

1速 

2速 

3速 
変 速 比  

4速 

5速 

後退 

最終減速比 

駆 動 方 式  

●動力伝達装置 

ラック＆ピニオン（電動モーター駆動油圧ポンプアシスト付） 

3.0（ロックツーロック） 

歯 車 形 式  

最大回転数 

●ステアリング 

ベンチレーテッドディスク 

ディスク 

サーボアシスト付き前後2系統油圧作動式 

主ブレーキ形式 

ブレーキ形式 

●ブレーキ 

前 

後 

独立懸架〔マクファーソン（コイルスプリング， 
アンチロールバー付き）〕 

独立懸架〔トレーリングアーム（トーションバー， 
アンチロールバー付き）〕 

懸 架 装 置  

●懸架装置 

（前輪） 

（後輪） 

185/55 R14 79H

前後とも2.2 kgf/cm2

6J×14 アルミ 

タイヤサイズ 

空 気 圧  

ホイールサイズ 

●タイヤ 

12V クラス250バッテリー容量 

●その他 
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車 種  106 S16

1年または20,000kmごと 

1年または20,000kmごと 

3年または40,000kmごと 

2年または60,000kmごと 

5年または120,000kmごと 

2年または40,000kmごと 

2年または40,000kmごと 

4年または80,000kmごと 

無交換（補給のみ） 

エンジンオイル 

オイルフィルター 

フューエルフィルター 

トランスミッションオイル 

ブレーキ液 

冷 却 水  

エアフィルターエレメント 

スパークプラグ 

タイミングベルト 

注）車の使用頻度が高い場合，特殊な条件，環境下での使用が多い場合は， 
　　メンテナンス期間を早めるようにしてください。 
 

推奨定期交換時期一覧表
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推奨油脂類
・下記の油脂類は日本で販売されているプジョー車のために特に当社が指定するものです。交換の際は下記製品をご使用ください。

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ませんので，無鉛プレミアム（ハイオク）ガソリンの使用をおすすめします。
・粗悪ガソリンや有鉛ガソリン，有鉛プレミアムガソリンを使用しますと，エンジン・触媒装置などに悪影響を与えますので，絶対に使
用しないでください。

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

TOTAL HBF4（DOT4）

PEUGEOT GENUINE COOLANT

TOTAL FLUID ATX

TOTAL TRANSMISSION BV（75W 80W）

ブレーキフルード

クーラント

パワーステアリングフルード

トランスミッションオイル



ごあいさつ

このたびはプジョー106をお買いあげいただき，誠にありがとうございます。
この取扱説明書には，プジョー106の一般的な取り扱いや簡単な整備の方法が記載されています。
プジョー106をご使用になる前に本書をよくお読みになって，プジョー106を末永くご愛用いただきたいと願ってお
ります。
また，ご家族やご友人などにプジョー106をお貸しになる際も，本書を一読されるようおすすめください。

本書には車の簡単な点検や修理方法についても説明されています。
この取扱説明書を車内に保管し，いつでも読み返すことができるようにしてください。なお，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。

＜おことわり＞

・　本書は欧州で発売されている車両をもとにして作成しております。また，車両の改良のため予告なく仕様が変更されることがあ

ります。したがって，本書に記載されている写真，イラスト，仕様，装備などの記載内容が実際の車両とは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106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あり，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。

編集・発行

プジョー・ジャポン株式会社

2001/03（改訂）
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