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このたびはプジョー206をお買いあげいただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書では、プジョー206を取り扱うために必要な情報を記載しています。また、車を取り扱ううえでの危

険性や注意点、それに伴う事故を防止するためのアドバイスや万一のときの対処法なども含まれています。

ご使用になる前に、別冊「あなたの安全のために」、並びに本取扱説明書を必ずお読みになってください。

本書では、危険に関する警告や注意は次の2種類に分けて、本書の中に表示されています。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損傷などにつながる可能性があることをご理解ください。

・本書は欧州仕様車をもとに作成しています。

・本書は作成時の最新情報をもとに作成していますが車両の改良のため予告なく変更され、また車の装備や仕様の違いにより実際の車両

と記載内容が異なることがあります。

・車をゆずられるときは、お車とともに本書もお渡しください。

・メンテナンスノート（整備手帳）とともに車内に保管していつでも読み返すことができるようにしてください。

・ご不明な点はプジョーディーラーにお問い合わせください。

・オーディオについては別冊の取扱説明書をご覧ください。

ご あ い さ つ

警 告

指示に従わないと、死亡または

重大な傷害、事故、車両火災を

起こす恐れがあります。

知識
知っていると便利な情報などは

「知識」の表示をして記載しています。

注 意

指示に従わないと、傷害や車両

の故障や破損につながる恐れが

あります。



1はじめに

アクセサリーについて
プジョー206には、プジョー純正アクセサリー部品をご使用く

ださい。市販品のなかには車両に適合しなかったり、正常な作

動を妨げる可能性のある製品が含まれているかも知れません。

プジョー車本来の安全性や耐久性を損なわせないためにも、

プジョー純正部品やアクセサリーを使用してください。

車両の改造について
●プジョー206の改造は違法となるだけでなく、車両の耐久性

や安全性を損なったり、思わぬ事故の原因となることがあり

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

ますので違法な改造は絶対にしないでください。

●電装品や無線機などの中には車両の電子機器に悪影響を与え

たり、故障や火災などの原因となることがあります。これらの

取り付けに関してはプジョーディーラーにご相談ください。

ETC車載器などの取り付けについて
プジョー206のフロントウィンドウには熱線反射ガラスが使わ

れています。このガラスは電波や赤外線を通しにくい性質がある

ため電波を利用するETC車載器などでは電波がフロントウィン

ドウを透過することができず正常に作動しないことがありま

す。電波や赤外線を利用する機器をフロントウィンドウの近く

に取り付けるときはルームミラー両側に設けられた電波を透過

する部位に取り付けてください。

リサイクルへの取り組み
プジョー206では、容易にリサイクル可能な素材を車両の多く

の部分に採用しています。車両の総重量のうち再利用できない

部分は、わずかに10％にすぎません。残りの90％は何らかの

形でリサイクルが可能です。

たとえば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、簡単に取り外しや分解ができるよう考慮されていま

す。そのほとんどは熱可塑型ですから熔解や粉砕することで再

び自動車部品として蘇らせることができます。

また、アスベストやカドミウムといった有害物質は設計の段階

から使わないようにしています。

金属部品も100％回収、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。

環境への配慮
プジョーディーラーで定期点検整備を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し

たオイルや油脂類、消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。たとえリモコンキーの電

池1個であっても、お客様のご協力によってささやかな環境保

護を実践することができるのです。

車をご使用いただく前に
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サイドウィンドウ吹き出し口

ダッシュボード吹き出し口

助手席エアバッグ

フロントウィンドウ吹き出し口

時計、マルチファンクション

ディスプレイ＊、カーステレオ＊

ハザードランプスイッチ

メーターパネル明るさ調整

ライト／方向指示灯スイッチ

チルトステアリングレバー

イグニッションスイッチ

ワイパースイッチ

運転席エアバッグ、ホーン

ステアリングリモコン

ヘッドランプ光軸調整＊

助手席エアバッグ

キャンセルスイッチ＊

リアウィンドウロックスイッチ＊

ESP / ASR  OFFスイッチ

小物入れ

ヒューズボックス

シフトレバー

シガー ライター

リアパワーウィンドウスイッチ

アラームスイッチ＊

フロントパワーウィンドウ

スイッチ

ドアミラースイッチ

パーキングブレーキレバー

灰皿

エアコンコントロールパネル＊

カーステレオ＊

ダッシュボード中央吹き出し口

グローブボックス

ボンネットリリースレバー

＊仕様により異なります。

本書のイラストは実車と異なることがあります。
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集中ドアロック
キーをフロントドアのかぎ穴に差し込ん

で回してください。ドアとテールゲート

が同時に解錠または施錠されます。

リモートコントロール
ボタン を押すと、ハザードランプが約

2秒点灯してドアとテールゲートが施錠

されます。ボタン を押してロックしたあ

と再度ボタン を押し続けると、ルーム

ランプが点灯してハザードランプが点滅

します＊。

ボタン を押すとハザードランプが数回

点滅して解錠します。206SWではさ

らにボタン を押し続けるとガラスハ

ッチが開きます。

キー抜き忘れ防止警告音＊
キーを差し込んだまま運転席のドアを開

けると、警告音が鳴ります。

イモビライザー
（盗難防止システム）
プジョー206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。

イグニッションキーのコードが設定されて

いなかったり異なるコードの場合は、エン

ジンを始動することはできません。

ステアリングロック
イグニッションキーを抜くとステアリン

グがロックされます。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。

イグニッションキーの位置
OFF位置：

イグニッションはオフです。

1 ノッチめ：アクセサリー位置

アクセサリーが使用できます。

バッテリー警告灯が点灯します。

2 ノッチめ：イグニッションオン位置

イグニッションはオンとなり、

警告灯類が点灯します。

エンジン始動位置：

アクセルペダルを踏み込まずにキーを

回してエンジンを始動します。

注 意

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。

第
2
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＊仕様により異なります。
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章

4 206 操作・使用方法早わかり

始動 

OFF

2

1



ボンネットを開く

室内からレバーを押し下げ、ロックを解

除します。

ボンネットの下のロックレバーを押し上

げながらボンネットを上に持ち上げます。

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助手席に、進行方向

に対して後ろ向きに取り付ける場合には

グローブボックスの上部に取り付けられ

たエアバッグが作動しないようにする必

要があります。助手席エアバッグの作動

を止めるには、イグニッションを切り、

キーをスイッチに差し込んで｢OFF｣の位

置に回し、抜きます。

メーターパネル内の警

告灯が点灯します。

チャイルドシートを取り外したら、忘れ

ずにスイッチを｢ON｣の位置に戻してお

いてください。

助手席エアバッグ警告ラベル＊
｢ON｣の位置：助手席に大人が着席して

いる場合は必ずこの位置にしてください。

｢OFF｣の位置：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

けた場合は必ずこ

の位置にしてくだ

さい。

助手席には、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。

エアバッグ警告灯
通常の状態では、イグニッショ

ンスイッチがオンになった後点

灯し、異常のないときは数秒後

に消灯します。
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テールゲートとガラスハッチの解錠・施錠（SW）

テールゲートとガラスハッチは同時に開けることはできません。

●テールゲートを開けるにはハンドル を引いて上に開きます。

●ガラスハッチを開けるときはハンドル を引いて、ワイパーアーム に指をかけて

上に開きます。閉めるときはワイパーアームかガラスハッチの中心部を押します。

知 識
テールゲート・ガラスハッチを開くとルームランプ（ランプのスイッチが

のとき）が点灯します。

C
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ドア

フロントドア(セダン、SW)

リアドア（SW）
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パワーウィンドウスイッチ
スイッチを引いている間ウィンドウが上

がり、押している間ウィンドウが下がり

ます。

運転席パワーウィンドウスイッチ

助手席パワーウィンドウスイッチ

左リアウィンドウスイッチ

右リアウィンドウスイッチ

ワンタッチパワーウィンドウ＊
スイッチを強く押すか引くとウィンドウ

が全開又は全閉します。

ドアミラースイッチ＊
調節したいミラーの方にノブ を回して

からノブを操作してミラーの角度を調整

します。調整後はノブを中立位置に戻し

ます。

ドアミラーの格納
イグニッションスイッチがオンのときに

ノブを の位置に回すとミラーを格納す

ることができます。元に戻すときはノブ

を元の位置に戻します。

チルトステアリング
ロックレバーを矢印の方向に押すとチル

トステアリングのロックが解除されます。

ステアリングホイールの高さを調整し、

ロックレバーを引いてチルトステアリン

グをロックしてください。この調整は停

車中に行ってください。
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ライトスイッチ（リングA）

すべてのライトが消灯します。

車幅灯およびテールランプが

点灯します。

ヘッドランプ、車幅灯、テー

ルランプが点灯します。

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。

オートライト機能：＊
周囲の明るさや、ワイパーに連続して

自動的にランプを点灯する機能です。

周囲が明るくなるか、ワイパーを停止

すると消灯します。

オートライト機能の設定／解除

イグニッションスイッチをアクセサリー

の位置にし、ライトスイッチを「 」

（消灯）にして、先端のノブを2秒以上

押します。

フォグランプ（リングB）
●フロントフォグランプ装着車＊

リング を向こう側に1回まわすと

フロントフォグランプが点灯し、２回

まわすとリアフォグランプも点灯し

ます。手前に回すと消灯します。

●フロントフォグランプ非装着車＊

リング を向こう側に回すと、リア

フォグランプが点灯し手前に回すと

消灯します。

ヘッドランプをオフにするとリアフォグラン
プが消灯し、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も消灯します。

フロントワイパー
2 ：　高速作動

1 ：　通常作動

I / AUTO：間欠作動又はAUTO＊

AUTOの位置にしておくと、降ってく

る雨の量に応じて自動的にワイパーが作

動します。

0 停止

> ウォッシャー作動（手前に引く）

リアワイパー＊
停止 間欠作動 ウォッシャー
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助手席シートの折り畳み＊：
●ヘッドレストを取り外します。
●クッションの前側を引き上げてクッシ
ョンの後ろ側を引き上げます。
●どちらかのハンドル を後ろに引い
て背もたれが水平になるまで前方に倒
します。

助手席シートの小物入れ＊：
●シートを後ろに動かします。
●クッションの前側を引き上げてから
クッションの後ろ側を引き上げ、開き

ます。

＊206RCはシートの操作方法が
異なります。

シートの調整
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助手席クッションの取り外し＊
シートクッションの前部を持ち上
げながら前方に引き出し、クッショ
ンの後部を引き上げて開きます。
クッションを引き上げてクリップ
から外します。クッションを取り
付けるときは逆の手順です。

リアシートの折り畳み
●シートクッション の前部を引き上げます。
●クッションの後部を前方に引き上げます。
●ヘッドレストを取り外します。
●シートベルトをベルトホルダー にかけます。
●ノブ を引き上げて背もたれのロックを外します。
●背もたれ を前に倒します。
シートベルトを挟み込まないようにしてください。

第
1
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1
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エンジン始動
オートマチック車：
シフトレバーがＰの位置にあること
を確認します。

パーキングブレーキがかかっている

ことを確認します。

ブレーキペダルを踏んだ状態で、イ

グニッションキーをイグニッション

スイッチに差し込み、スタート位置

まで回します。

スターターが回り、エンジンが始動

したら、イグニッションキーから手

を放します。

マニュアルトランスミッション車：
シフトレバーをN（ニュートラル）
の位置にします。

パーキングブレーキがかかっている

ことを確認します。

クラッチペダルを踏んだ状態で、イ

グニッションキーをイグニッション

スイッチに差し込み、スタート位置

まで回します。

スターターが回り、エンジンが始動

したら、イグニッションキーから手

を放します。

ティプトロニック
オートマチックトランスミッション＊
通常の「ノーマル」のほかに「スポーツ」、「ス
ノー」の走行モードによる変速を可能にしてい
ます。また、マニュアルシフトポジションによ
り、1～4速それぞれのギアに固定できます。

「スポーツ」と「スノー」の選択
センターコンソールのスイッチ または を押
して選択します。再度スイッチを押すと解除す
ることができます。選択したモードはメーター
パネルに表示されます。

シフトポジション
Ｐ パーキング：エンジンの始動および駐車す
るときの位置です。

Ｒ リバース：後退するときの位置です。
Ｎ ニュートラル：動力が伝わらない位置で
す。エンジンを始動できますが安全のため
Ｐ(パーキング)の位置で始動してください。

Ｄ ドライブ：1速からオーバードライブまで
走行モードと走行状態に応じて自動的にギアが切り換わります。

M マニュアルシフト：1～4速にギアを固定できます。シフトレバーを+方向
に動かすとシフトアップし、-方向に動かすとシフトダウンします。

Ａ スポーツモード
Ｂ スノーモード

A

B
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マニュアルエアコン
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番号　 マーク　　　　 機　能

吹き出し口
切り替えダイアル
吹き出し口が切り替わります。

内気循環・外気導入の
切り替えレバー
レバーを右側にすると内気
循環になります。

温度調整ダイアル
右に回すと温度が上がり、
左に回すと下がります。

リアウィンドウ
デフォッガー
リアウィンドウや電動ドア
ミラー＊の曇りをとります。

風量調節ダイアル
風量の調節を行います。

エアコンスイッチ
エアコンのON／OFFを切
り替えます。
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オートエアコン

第
5
章＊仕様により異なります。

番号 マーク　　　　 機　能

風量調節スイッチ
＋を押すと風量が増えます。

吹き出し口切り替えボタン
吹き出し口が切り替わり
ます。

内/外気切り替えスイッチ
ボタンを押すと、外気が
車内に入らなくなります。

エアコンスイッチ
エアコンをカットします。

リアウィンドウデフォッガースイッチ
リアウィンドウや電動ドア
ミラーの曇りをとります。

OFFスイッチ
システムがオフになりま
す。

温度調整スイッチ
ボタンの上下を押して希
望の温度に合わせます。

AUTO（オート）スイッチ
吹き出し口や風量を設定温
度にコントロールします。

フロントウィンドウデフォッガー
曇りを取り除くように吹き
出し口や風量を選択します。
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カーステレオ＊
(コントロールパネル）

電源スイッチ

音量調整（大）ボタン

音量調整（小）ボタン

日本仕様では使用しません。

日本仕様では使用しません。

音質調整切り替えボタン

「低音」→「高音」→

「ラウドネス（低高音強調）」→

「前後バランス＊」→「左右バランス」→

「自動音量調整＊」

音質調整ボタン

音質調整ボタン

自動サーチ（アップ）ボタン

（ラジオ使用時）

次曲再生 / 早送り再生ボタン

（CD、CDチェンジャー＊使用時）

手動サーチボタン

自動サーチ（ダウン）ボタン

（ラジオ使用時）

先頭再生、前曲再生

/ 早戻し再生ボタン

（CD、CDチェンジャー＊使用時）

ラジオ選択ボタン

CD選択ボタン

CDチェンジャー＊選択ボタン

CD取り出しボタン

メモリーボタン

/ メモリー放送局呼び出しボタン

（ラジオ使用時）

CD変更ボタン

（CDチェンジャー＊使用時）

＊仕様により異なります。

（CDチェンジャーは

オプションです）
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ステレオ本体の仕様により、④⑤と⑮の位置が入れ替えになることがあります。



カーステレオ
(ステアリングリモコン）

音量調整（大）ボタン

音量調整（小）ボタン

自動サーチ（アップ）ボタン

（ラジオ使用時）

次曲再生 / 早送り再生ボタン

（CD、CDチェンジャー＊使用時）

自動サーチ（ダウン）ボタン

（ラジオ使用時）

先頭再生、前曲再生

/ 早戻し再生ボタン

（CD、CDチェンジャー＊使用時）

ソース選択ボタン

ラジオ→CD→CDチェンジャー＊

メモリー放送局呼び出し（アップ）

ボタン（ラジオ使用時）

CD変更（次ディスク）ボタン

（CDチェンジャー＊使用時）

メモリー放送局呼び出し（ダウン）

ボタン（ラジオ使用時）

CD変更（前ディスク）ボタン

（CDチェンジャー＊使用時）

＊仕様により異なります。

（CDチェンジャーは

オプションです）
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シート

フロントシート＊
前後の調整：

レバーを上に引いてシートを前後に動かします｡

リアシートへの乗り降り（3ドア）：

どちらかのレバーを前方に倒すとシートが前方に

移動します。

背もたれを戻すとシートは元の位置にもどります。

背もたれの調整：

レバーを後方に倒して調整します。

高さの調整＊：

着席したままレバーを引きながら、体重を利用して調

整します。

ヘッドレストの調整：

ヘッドレストを乗員の頭の上端とヘッドレストの

上端が同じ高さになるように調整してください。

取り外すときはヘッドレスト取付け部のノブを押

してヘッドレストを上方に取り外します。ヘッド

レストを高くするときはヘッドレストを持ち上げ

ます。低くするときはヘッドレスト取付け部のノ

ブを押しながら下に動かします。

シート1-1

3

2

1

5

4

＊仕様により異なります。



●ヘッドレストを外したままで走

行しないでください。衝突時に

重大な傷害を受けることがあり

ます。

●フロントシートにはサイドエア

バッグを内蔵しています。取扱

いを誤ると正常に作動せず衝突

時に重大な傷害を受けることが

あります。フロントシートの取

り外しや修理などが必要な時は

プジョーディーラーにご相談く

ださい。

●フロントシートにシートカバー

等を取り付けないでください。

サイドエアバッグが正常に開く

ことができず、重大な傷害を受

けることがあります。

シートの調整

正しい運転姿勢を保つために次の点に

注意してシートを調整してください。

１．ペダルを十分に踏み込むことがで

きる位置に前後の調整をします。

２．ステアリングを楽に操作できて

背中と背もたれが離れないよう

に背もたれを調整します。

３．シートベルトを正しく装着でき

る位置に調整します。

1-2

警 告

●シートの調整は走行する前に行

ってください。走行中に調整す

るとシートが急に動いたりして

思わぬ事故の原因となることが

あります。

●シートを調整した後は、シート

が確実に固定されていることを

確認してください。

●背もたれと背中との間にクッ

ションなどを入れないでくださ

い。衝突した時にシートベルト

による効果が十分でなく、重大な

傷害を受けることがあります。

＊仕様により異なります。

注 意

●シート位置を調整するときは、

シートの作動部分に手を触れな

いでください。シートを動かす

ときに挟まれてけがをするおそ

れがあります。



1-3 シート

フロントシート (助手席)

折り畳み式フロントシート＊：

シートクッションの前部を持ち上げ

ながら前方に引き出し、クッション

の後部を引き上げます。

シート下小物入れ＊：

シートクッションを開いてカバーを

持ち上げると、下には小物を収納す

るスペースが用意されています。

シートを折り畳むには＊：

背もたれのヘッドレストを取り外し

てから、レバー を後方に押し下げ

ると背もたれを完全に折り畳むこと

ができます。

＊仕様により異なります。

2

1 2



フロントシート（206RC）

①前後の調整：レバー①を引き上げるとシートが自由に動き、手を離すと固定さ

れます。

②リアシートへの乗り降り：レバー②を前方に引くとシートバックが倒れて全体

が前にスライドします。

③背もたれの角度調整：シート横のレバー③を後方に押して調節してください。

④シートの高さ調節：レバー④を引き体重を利用してシートの高さを調節してください。

1-4

1

1

シートクッションの取り外し＊：

１．シートクッションの前部を持ち上

げながら前方に引き出し、クッシ

ョンの後部を引き上げて開きます。

２．クッションを引き上げてクリップ

①から外します。

シートクッションの取り付け＊：

１．シートクッションをクリップ①に

はめ込みます。

２．クッションをもとの位置に戻します。 ＊仕様により異なります。

1

1

2
2

3

3

4

4



1-5 シート

リアシート

ヘッドレストの取り外し：

・ヘッドレストを高くすることができます。下げるときは根元のノブを押してく

ださい。

・取り外すときは、上へ引き上げながらノブを押します。

シートの折り畳み：

１．シートクッション の前部を引き上げてからクッションの後部を前方に引き

上げます。

２．ヘッドレストを外します。

３．シートベルトをホルダー にかけて、ノブ を引き上げます。

４．背もたれ を前に倒します。

元に戻すときは背もたれ を“カチッ”という音がするまで押し込んでから、

クッションをもとの位置に戻しヘッドレストを取り付けます。

注 意

●リアシートを折り畳むときは、

先にクッションを引き出してく

ださい。

●リアシートを戻すときはシート

ベルトを挟まないようにしてく

ださい。

●リアシートを戻したときは“カ

チッ”という音がして確実にロ

ックされていることを確認して

ください。



1-6

シートクッションの取り外し＊：

シートクッションを取り外すことがで

きます。

リアシートクッション後部を引き上げ

て固定しているスプリングを両側から

押し縮めてキャッチから外し、クッショ

ンを取り外します。

知 識
必要なとき以外は背もたれを前に倒

したままにしないでください。振動で

シートの表面がこすれて、すり切れる

ことがあります。

警 告

●リアシートの背もたれを戻したときは確実にロックしていることを確認して

ください。衝突の際の衝撃などでラゲッジルームの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。

●走行中はシートを倒したり、戻す操作をしないでください。ブレーキをかけた

ときや衝突時に重大な傷害を受けることがあります。

●ラゲッジルームや倒した状態のシートには，絶対に人を乗せないでくださ

い。急ブレーキ時や衝突時に大けがをするおそれがあります。

●トノカバーの上に硬い物や重い物を置かないでください。急ブレーキ時や

衝突時に載せたものがぶつかって，大けがをするおそれがあります。

●リアシートを倒して荷物を積むときは、必ず荷物を固定してください。急ブレ

ーキ時や衝突時に荷物が放り出され、乗員がけがをするおそれがあります。

＊仕様により異なります。



1-7 シート、シートベルト

長い物を積むとき：

・トノカバーを取り外します。

・フロントシートクッションを取り外

して＊、背もたれを倒します。

・リアシートクッションを取り外して

背もたれを倒します。

チャイルドシート用キャッチ＊：

プジョー車専用の「ISOFIX」規格の

チャイルドシートを取り付けるための

キャッチです。

取り付け方法については、チャイルド

シートの説明書に従ってください。

警 告

取り付けるときはシートベルトや異

物などをかみ込まないようにしてく

ださい。
＊仕様により異なります。



シートベルト

シートベルトの着用

シートベルトの高さ調節：

ベルトを上げるときはノブ を引き

ながら上に動かします。低くすると

きはノブ を引きながら下に動かし

ます。

フロントシートベルト：

水平方向にあるベルト が腰骨に当た

るようにして、バックルプレート をバッ

クル にカチッと音がするまで差し

込みます。

外すときはバックルの赤いボタンを

押します。

知 識
●フロントシートにはフォースリミッ

ター付シートベルトプリテンショ

ナーが装備されています。

・フォースリミッターは前面衝突

時に身体にかかるシートベルト

の衝撃を低減する装置です。

・プリテンショナーは、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んで

乗員の身体を拘束してシートベ

ルトの効果を高める装置です。

リアシートベルト

リアシートには3点式のイナーシャ式

シートベルトが、装備されています。

シートベルト警告灯

運転者がシートベルトを装着

していないと点灯します。そ

のまま走行すると、徐々に音量が大

きくなる警告音とともに約2分間点

滅します。

1-8

注 意

●シ－トベルトプリテンショナー

は1度しか作動しません。作動後

は必ず新品と交換してください。

また、大きな衝撃を受けたとき

はプジョーディーラーでシート

ベルトの点検を受けてください。

●シートベルトプリテンショナー

の耐用年数は15年です。15年を

経過したときはプジョーディー

ラーで交換してください。
4

1

3

2



1-9 シートベルト、エアバッグ

●シートの背もたれを倒しすぎな

いでください。衝突したときなど

に体がシートベルトの下に入っ

て腹部などが強く圧迫されるこ

とがあります。

●バックルに異物が入っていると

きは取り除いてください。異物

があると確実に固定ができず、

衝突時など重大な傷害を受ける

ことがあります。

●事故等により強い衝撃を受けた

り、傷がついたシートベルトは

すぐに交換してください。その

まま使用すると衝突時などに正

常に作動せず、十分な効果を発

揮せず、重大な傷害を受けるお

それがあります。

警 告

●シートベルトは、正しく装着しな

いとベルトの効果が低下したり

危険な場合があります。走行前

に必ず全員が装着してください。

●シ－トベルトの装着時には次の

点に注意してください。

・シートベルトは一人用です。

二人以上で使用しないでく

ださい。

・シートベルトの装着時にはね

じれがないようにしてくださ

い。ねじれていると十分に効

果を発揮できず、重大な傷害

を受けることがあります。

・クリップなどでシートベルトに

たるみをつけないでください。

●お子様にもシートベルトを着用

させてください。シートベルト

が正しく装着できない小さなお

子様には身体に合ったチャイル

ドシートを使用してください。

●シートベルトの洗浄にベンジン

などの有機溶剤を使用しないで

ください。洗浄のときは中性洗剤

かぬるま湯を使用してください。

●シ－トベルトを取り外したり、

改造、分解をしないでください。

衝突の際に作動せず十分な効果

を発揮できないことがあります。

また誤って作動させると重大な

傷害を受けることがあります。

●妊娠中の女性や、シートベルト

を装着することができない疾患

のある方は医師に相談のうえ使

用してください。

注 意

シートベルトを取り付け部に戻すと

きは手で確実に戻してください。



エアバッグ

フロントエアバッグ

フロントエアバッグは、極めて強い

衝撃を車両前方から受けたときに乗

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

効果とあわせて乗員に作用する衝撃

緩和装置です。運転席のステアリング

ホイールと助手席のダッシュボード

に装備されています。

エアバッグはイグニッションスイッ

チがオンのときに作動します。

サイドエアバッグ

サイド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んで、

乗員の身体に加わる衝撃をやわらげ

る装置で、衝撃の加わった側のエアバ

ッグが作動します。サイドエアバッ

グはフロントシートの背もたれに内蔵

されています。

カーテンエアバッグ＊

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

グがふくらんで、乗員の頭部がドア

パネルに強く打ち付けられるのをや

わらる装置で、衝撃の加わった側の

エアバッグが作動します。カーテン

エアバッグは、ドアピラーと客室の

上部に内蔵されています。

エアバッグ警告灯

イグニッションスイッチの2

ノッチ目で点灯し、異常のな

いときは数秒後に消灯しま

す。エアバッグシステムに異

常が発生すると警告音とともに警告

灯が点灯し、マルチファンクション

ディスプレイに表示されます。プジョ

ーディーラーでエアバッグシステム

の点検を受けてください。

＊仕様により異なります。

1-10



エアバッグ1-11

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助手席に後ろ向

きに取り付けるときは助手席エアバ

ッグの作動を停止させてください。

助手席エアバッグの作動を止めるには、

イグニッションキーをキャンセルスイ

ッチに差し込んで「OFF」の位置に回し

て抜きます。ONにするときはイグニッ

ションキーを差し込み「ON」の位置に

回してキーを抜き取ります。OFFにす

るとメーターパネルの

警告灯（4-10参照）

が点灯します。

エアバッグの作動
フロントエアバッグが作動するとき：

正面から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とき：

側面や後方から衝撃を受けたときは作

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を保護で

きる程度の衝撃のときは作動しません。

サイドエアバッグ、カーテンエア

バッグ＊が作動するとき：

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障害

が及ぶおそれのあるときに作動します。

サイドエアバッグ、カーテンエア

バッグ＊が作動しないとき：

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。

※「あなたの安全のために」を併せて

ご参照ください。

＊仕様により異なります。

警 告

●エアバッグだけでは衝撃を吸収

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。

●エアバッグを正しく作動させる

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部

分をカバーしたり、ステッカー

などを貼らないでください。

・乗員とエアバッグの間に物を置

かないでください。作動時に物

が飛んだり、エアバッグの作動

をさまたげることがあります。

＊仕様により異なります。
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・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

バッグの作動時に置いた物が

飛び、乗員がケガをするおそ

れがあります。

・フロントシートやドアの付近

にカップホルダーなどのアク

セサリー類を取り付けないで

ください。

・フロントシートにシートカバー

等を取り付けないでください。

サイドエアバッグが正常に開

くことができず、重大な障害

を受けることがあります。

・エアバッグや近くにある部

品、グリップハンドルを外さ

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。

・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、エアバッグの作動

でケガをする危険があります。

・ドアに寄りかからず離れた位

置に着席してください。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。

・フロントシートを取り外した

り、表皮を張り替えたりする

ときはプジョーディーラーに

相談してください。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。

●エアバッグを作動させるガスに

は刺激性がありますが人体に影

響はありません。

●エアバッグが作動した直後の構

成部品は熱くなっています。や

けどなどの危険があるので手を

触れないでください。

●エアバッグは一度しか作動しま

せん。作動したときは必ず交換

してください。

●車やエアバッグを廃棄するとき

はプジョーディーラーにご相談

ください。

●エアバッグの耐用年数は15年

です。15年を経過したエアバッ

グはプジョーディーラーで交換

してください。

●助手席のチャイルドシートをは

ずしたときは忘れずにエアバッ

グの作動をONにしてください。

OFFのままでは衝突時に助手席

のエアバッグが作動せず重大な

傷害を受けることがあります。



1-13 チャイルドシート

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に十分配慮

していますが、お子さまが同乗する場合の安全対策につい

ては、大人の乗員が十分注意してください。

チャイルドシート選択の目安

「Romer Babysure」：18ケ月（体重13Kgぐらい）

までのお子さまに適しています。減速時に首に負担が

かからないよう後ろ向きに取り付けます。

「Romer Prince」:9ケ月から3～4歳（体重9～18Kg

ぐらい）までのお子さまにお使いください。リアシー

トに3点式シートベルトで固定します。

「Romer Vario」：3～6才（体重15～25Kgぐらい）

のお子さまに使用します。リアシートに3点式シート

ベルトで固定します。

「Recaro Start」：3～10才（体重15～36Kgぐら

い）のお子さまに使用します。お子様の体格に合わせ

てチャイルドシートの高さ、幅、シートの奥行きなど

を調整して使用します。

警 告

●お子さまが乗車するときは、必ず

後席に乗車させシートベルトを着

用してください。また、6歳未満

のお子さまにはチャイルドシート

を使用してシートベルトを着用さ

せてください。また思わぬ事故を

防ぐためリアのパワーウィンドウ

の作動を停止するキャンセルス

イッチや、車内からリアドアを開

けられなくするチャイルドロック

も使用してください。

●後席の窓は3分の2以上開けない

ようにしてください。

●やむを得ずチャイルドシートを

助手席に後ろ向きに取り付ける

ときはエアバッグキャンセルス

イッチで助手席エアバッグの作

動を停止してください。

●チャイルドシートは、商品に添

付の説明書に従って正しく取り

付けてください。
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キー

キーはエンジンを始動する以外に、

フロントドア、フュエルキャップの

解錠、施錠および助手席エアバッグ

の作動を解除するときに使用します。

メインキーとスペアキーがあり、メ

インキーにはリモートコントロール

機能がついています。

イモビライザー
(盗難防止システム)

プジョー206はエンジンイモビライ

ザー（盗難防止装置）を装備しています。

キーの内部にキーのコードを記憶した

電子装置を内蔵し、車両に登録されて

いないコードのキーではエンジンを始

動できないようにするものです。イグ

ニッションスイッチをオンにするとイ

モビライザーシステムがキーのコード

を読みとります。コードが登録されて

いなかったり違うコードのときはエン

ジンを始動することはできません。

知 識
キーは5本まで登録することができ

ます。キーを追加したり、取り替え

るときはすべてのキーを再登録する

必要があります。キーの再登録につ

いてはプジョーディーラーにご相談

ください。

キー、解錠・施錠2-1

注 意

キー番号を明記したタグはキーと

は別にして安全な場所に保管して

ください。キーの粉失などで新しい

キーを作成するときにこの番号が

必要となります。

注 意

イモビライザーシステムに異常が

発生すると、マルチファンクショ

ンディスプレイに「Anti-theft

device faulty（イモビライザー

故障）」が表示され警告音がなり

ます。このときはエンジンを始動

することができません。

プジョーディーラーに連絡してく

ださい。



コンフィデンシャルカード：

コンフィデンシャルカードには、イ

モビライザーに関する作業をすると

きに必要な暗証番号が記載されてい

ます。またスペアキーを作るときに

も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保管して

ください。

中古車としてお求めになった場合は、

コンフィデンシャルカードがあるこ

とを確認してください。

＊仕様により異なります。

解錠・施錠

206シリーズの施錠・解錠は、通常

のキーのほかリモートコントロールで

行います。

リモートコントロール機能
●施錠

ボタン を押すと、ドアとテールゲートが施錠され、ハザードランプが約2

秒間点灯します。

●解錠

ボタン を押すとドアとテールゲートが解錠し、ハザードランプが数回点滅します。

206SWではさらにボタン を押し続けるとリアガラスハッチが開きます。

知 識
●施錠してあるときにボタン を押すとルームランプ（スイッチが のとき）が30秒

間点灯し、ハザードランプが10秒間点滅しますので、駐車場等で自車位置を知るこ

とができます。

●解錠後30秒以内にドアを開かないと自動的に施錠されます＊。

●合い鍵を作成したときは、作成したキーのコードをイモビライザーシステム

に登録しないとエンジンを始動することはできません。

2-2



電池の交換：

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「Remote control battery

low（リモコン電池消耗）」が表示さ

れます。

電池の交換手順

１．キーのスクリューを外します。

２．コインなどを使用してケースを

開きます。

３．電池を交換します。

（使用電池：CR2016 3V）

ご自身で交換できないときはプジョー

ディーラーで交換してください。

知 識
電池を交換しても作動しないときはリ

モコンを初期化してください。

リモコンの初期化：

リモートコントロールが作動しない

ときは以下の手順でリモコンキーの

初期化をしてください。

１．リモコンキーをイグニッション

スイッチに挿入します。

２．イグニッションをオンにしてボ

タン を押します。

３．イグニッションをオフにしてキー

を抜きます。

上記の手順で初期化をしても作動し

ないときはプジョーディーラーで点

検を受けてください。

解錠・施錠、ドア2-3

注 意

●キーを紛失したときや盗難に

あったときは、キーを再登録し

て紛失したキーを使えないよう

にしてください。再登録につい

ては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部品が組み

込まれています。水に濡らしたり

強い電磁波や高温にさらしたり強

い衝撃を与えたりしないでくださ

い。故障の原因となります。

●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

ちに車両のロックが解錠されてし

まうことがあります。また、車両

から離れたところで何度もボタン

を押すとリモコンが作動しなくな

ることがあります。この場合はリ

モコンを初期化してください。



ドア

ドアの開閉：

・車外から開けるときはキーまたはリモコンで解錠してからハンドルを引きます。

・車内から開けるときはドアハンドルを手前に引きます。

ロックノブ：

車内からの施錠と解錠は各ドアのロ

ックノブ で行います。

フロントドアのロックノブを操作す

るとリアドアとテールゲートも同時

に解錠、施錠します。リアドアのロ

ックノブを操作しても他のロックは

連動しません。

チャイルドロック（5ドア車、SW）：

リアドアにはチャイルドロック機構

が付いています。

リアシートにお子様が乗車している

ときは、チャイルドロックをキー等

を使用して室内側に回しておくと、

車内からドアを開けることができな

くなります。車外からは開けること

ができます。

2-4

解錠施錠

ドア閉め忘れ警告：

ドアを完全に閉めずに走行すると、警告音とともにマルチファンクションディ

スプレイに数秒間警告が表示されます。



テールゲート、ボンネット2-5

テールゲートとガラスハッチの開閉（SW）：

施錠、解錠はフロントドアに連動します。

・テールゲートを開けるにはハンドル を引いて上に開きます。

・ガラスハッチを開けるときはハンドル を引いて、ワイパーアームの に指

をかけて上に開きます。

知 識
テールゲートとガラスハッチは同時に開けることはできません。

また、テールゲート／ガラスハッチを開くとルームランプ（ランプのスイッチ

が のとき）が点灯します。

テールゲート

テールゲートの開閉

（ハッチバック）：

ハンドル を引いて上に開きます。

閉じるときはテールゲートの内側に

手をかけて下に引き、テールゲート

を外側から押して閉めます。



ボンネット

ボンネットを開けるとき：

助手席ダッシュボード下にあるレバーを引いてロック

を解除し、ボンネット下のロックレバーを上げながら

持ち上げ、ストラットでボンネットを保持します。

ボンネットを閉めるとき：

ボンネットを下げて下から30cmぐらいの位置で手

を離して閉めます。

2-6

テールゲートの非常時開放

（ハッチバック）：

バッテリー上がりなどでテールゲート

が開かない場合はリアシートの背もた

れを倒して室内からトリムの上部を引

いて外し、中のロッド を引き上げ

て解錠することができます。

テールゲート閉め忘れ警告：

テールゲートを完全に閉めずに走行す

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数秒間警告が表示

されます。

注 意

●ボンネットが確実にロックされているのを確認し

てください。

●ボンネットを閉めるときにボンネットを上から押

さないでください。



2-7 ウィンドウ、電動サンルーフ、フュエルキャップ

＊仕様により異なります。

ウィンドウ

パワーウィンドウスイッチ
スイッチを引いている間ウィンドウ

が上がり、押している間ウィンドウ

が下がります。

運転席パワーウィンドウスイッチ

助手席パワーウィンドウスイッチ

左リアウィンドウスイッチ＊

右リアウィンドウスイッチ＊

ワンタッチパワーウィンドウ：

スイッチを強く操作すると手を離し

ても完全に自動で開閉します。

自動で閉じるのはエンジンが作動し

ているときだけです。

知 識
●バッテリーの接続を外して再度接

続したあとでワンタッチで閉じ

ることができなくなったときは、

いったんウィンドウを閉じて、1秒

間そのままスイッチを保持してく

ださい。

●イグニッションキーを抜いたあと

約40秒間はパワーウィンドウを操

作することが出来ます。ただし、

この40秒間の間にフロントドアを

開けると操作できなくなります。

リアウィンドウロックスイッチ＊

スイッチをONにするとリアウィン

ドウ用のスイッチでパワーウィンド

ウの操作ができなくなります。後席に

お子様を乗せたときなどにご使用く

ださい。



リアウィンドウ＊（3ドア）

ウィンドウ後部のレバー を引き起

こしてウィンドウを外側に押して開

きます。

フュエルキャップ

フュエルキャップにキーを差し込ん

で左に回してキャップを外します。

燃料タンクの容量は約50リットルで

す。

2-8

電動サンシェード＊

サンシェードの開閉：

スイッチの を押すと開き、 を押

すと閉じます。

知 識
イグニッションキーを抜いたあと約

40秒間はサンシェードを操作するこ

とができます。ただしこの間にフロ

ントドアを開けると操作出来なくな

ります。

注 意

燃料が少なくなると燃料残量警告

灯が点灯します。警告灯が点灯し

てから約50Kmの走行が可能です

が、走行の条件によっては早く燃

料がなくなることがあります。で

きるだけ早く給油してください。

注 意

手を挟まないように注意してくだ

さい。

＊仕様により異なります。



フュエルキャップ2-9

警 告

●給油中はエンジンを停止してく

ださい。

●給油ノズルの自動停止が3回作

動したらそれ以上給油をしない

でください。

●給油口にあふれるまで給油しな

いでください。熱でガソリンが

膨張してあふれ、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。

●セルフ式のガソリンスタンドで

給油するときは以下の事項を守

り、十分に注意して給油してく

ださい。また、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。

・エンジンは必ず止めて、ドア、

ウィンドウを閉めてくださ

い。また、タバコなどの火気

を近づけないでください。

・フュエルキャップを開ける操

作から、給油が終了するまで

の給油作業は、必ずひとりで

行なってください。また、給

油口の近くには他の人を近づ

けないでください。

・フュエルキャップを開ける前

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。

・給油作業中は再び車内に戻ら

ないでください。再帯電する

おそれがあります。

・フュエルキャップは何度かに

わけて開き、燃料タンク内の

圧力を下げて外してくださ

い。いっきに開けると、燃料

が給油口から吹き返し傷害を

受けたり、火災になるおそれ

があります。

・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

損傷するおそれがあります。

・燃料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。

・給油時に気化した燃料を吸い

込まないようにしてください。

・ガソリンスタンドに掲示し

てある注意事項を守ってく

ださい。
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イグニッションスイッチ

スイッチの位置

off：オフ

キーを抜き差しできる位置。キー

を抜いてステアリングを左右に動

かすとステアリングがロックされ

ます。

1：アクセサリー

ラジオやパワーウィンドウ等のア

クセサリーが使用できます。

2：オン

走行するときの位置。

3：エンジン始動

エンジンを始動する位置。アクセ

ルペダルを踏み込まずにキーを回

してエンジンを始動します。

ステアリングロック

イグニッションキーを抜くと盗難防

止のために，ステアリングがロック

されて操作ができなくなります。

ロックを解除するときは、キーを差

し込み、ステアリングを回しながら

イグニッションキーを回します。

エコノミーモード

エンジン停止後もアクセサリーの位

置でワイパーやルームランプ等電装

品を約30分間使用することができま

す。30分を経過するとバッテリー上

がり防止のため、エコノミーモード

となり、マルチファンクションディ

スプレイに「Economy mode

active/ECO MODE(エコノミーモ

ード実行中)」が表示され、電装品へ

の電源供給が停止します。引き続き

電装品を使用するときは、一度エン

ジンを始動してください。

エンジンの始動方法

オートマチックトランスミッション：

１．セレクターレバーを「P」(パーキ

ング)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んだままイ

グニッションスイッチを始動位

置まで回します。

イグニッションスイッチ、トランスミッション3-1

警 告

●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。

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し

て操舵ができなくなり事故を起

こすおそれがあります。



４．エンジンが始動したら、イグニッ

ションキーから手を放します。

５．イグニッションキーがオンの位

置に戻ります。

マニュアルトランスミッション：

１．シフトレバーを「N」（ニュート

ラル）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ます。

４．クラッチペダルを踏んだままイグ

ニッションキーを始動位置に回し

ます。

５．エンジンが始動したらイグニッ

ションから手を放します。

トランスミッション

マニュアルトランスミッション＊

「Ｒ」に入れるとき：

車が完全に停止してから「R」に入

れる操作をしてください。完全に止

まる前に操作するとトランスミッシ

ョンを損傷するおそれがあります。

駐車するとき：

下り坂や平らな場所では「Ｒ」に、上

り坂では「1」にシフトレバーを入れ

パーキングブレーキを作動させます。

3-2

＊仕様により異なります。

注 意

駐車をするときは必ずパーキング

ブレーキを作動させてください。

パーキングブレーキを作動させな

いと車両が動き出して思わぬ事故

になることがあります。



トランスミッション3-3

オートマチックトランスミッションはティプトロニックタイプのオートマチッ

クトランスミッションで、通常の「ノーマル」のほかに「スポーツ」、「スノー」

の2つの走行モードとマニュアル（手動）シフトによる変速を可能にしています。

シフトポジション
各ポジションの機能

パーキング：エンジンを始動できます。駐車する場合に使用します。パ

ーキングブレーキを併用してください。

リバース：後退するときこの位置にします。エンジンがアイドル状態で、

車両が停止している時にシフトしてください。

ニュートラル：動力が伝わらない位置です。エンジンを始動できますが

安全のためＰ（パーキング）の位置で始動してください。

ドライブ：1速からオーバードライブまで、走行モードと走行状態に

応じて自動的にギアが切り換わります。

選択したシフト位置は、メーターパネルのインジケーターに表示されます。

＊仕様により異なります。

ティプトロニックオートマチックトランスミッション＊
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選択したシフト位置は、メーターパネ

ルのインジケーターに表示されます。

マニュアルシフトポジション

セレクターレバーを「M」にして+

方向に動かすとシフトアップし、-
方向に動かすとシフトダウンします。

各ポジションの機能

1速（M1）：

強い駆動力を必要とすると

きに使います。50km/h以下

の速度で使用してください。

2速（M2）：

2速に固定されます。山道等

で使用します。

3速（M3）：3速に固定さ

れます。平坦路等で使用し

ます。

4速（M4）：4速に固定さ

れます。高速走行時に使用

します。

注 意

●マニュアルモードを選択してい

るときは、スポーツやスノーモ

ードの選択はできません。

●マニュアルモードのシフト操作

はエンジン回転の許容範囲内で

のみ行うことができます。その

範囲を超えるときは一時的にオ

ートマチックモードになります。

モードセレクター

「ノーマル」「スポーツ」「スノー」の

3つのモードの選択が可能です。セン

ターコンソールのスイッチを押して

ください。選択されたモードは、メ

ーターパネルに表示されます。選択

したモードを解除するときは、もう

一度同じスイッチを押してください。

スポーツモード：エンジン性

能を最大限に発揮する変速パ

ターンになります。

スノーモード：滑りやすい

雪道などの走行に合わせた

変速パターンになります。

ノーマルモード：

通常の走行に適したモードです。ど

ちらのモードも選択していない時は

ノーマルモードになります。



3-5 トランスミッション

オートマチック車の
正しい運転

オートマチック車の特性や取扱いを

理解して運転してください。

クリープ現象

停車中にシフトレバーを「Ｄ」、「Ｒ」

または「Ｍ」位置へ操作すると、ア

クセルペダルを踏まなくても車がゆ

っくりと動き出します。特にエンジ

ン始動直後やエアコン作動時などエ

ンジン回転が高いときには車が動こ

うとする力が強くなります。

したがって、お子様が乗車している

ときには、エンジンをかけたままお

子様だけを残して車を離れないよう

にしてください。

点検のためエンジンをかけたまま車

外にでるときは、ハンドブレーキを

かけてシフトレバーを「Ｐ」に入れ

てください。

エンジンブレーキ

長い下り坂などブレーキを踏み続け

る状態では、「Ｄ」レンジでもより効

果的にエンジンブレーキを効かせる

ため自動的に低いギアに切り替わり

ますが、状況に応じて随時、シフト

レバーを「Ｍ」レンジにして低いギ

アを選択することができます。（たと

えばＤ→３，３→２）ただし｢２｣か

ら｢１｣への切り換えは急激な減速を

伴いますので、滑りやすい道路条件

（雪道や凍った道路）では十分にご注

意ください。

キックダウン
追い越し時等、急加速したいときは
シフトレバーには手を触れずアクセ
ルペダルをいっぱいに踏みこんでく
ださい。シフトダウンがおこり、エ
ンジン回転が最高に達するまでその
ギアを維持し、より短い時間で加速
することができます。ある一定の速
度に達すると、自動的にシフトアッ
プします。

ブレーキを踏むと、エンジンブレー

キを効かせるためにシフトダウンし

ます。また、安全のため、急にアク

セルペダルを離してもシフトアップ

はしません。

オートマチック車の運転

●正しい姿勢で

シートの位置を調整してアクセル

ペダルとブレーキペダルを踏んで、

ペダルの位置を確認します。

注 意

点検等でエンジンをかけたまま車

外にでるときは、パーキングブレー

キをかけてシフトレバーを「P」

に入れてください。
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●エンジンの始動

セレクターレバーを「P」にして

パーキングブレーキがかかってい

ることを確認し、ブレーキペダルを

踏みながらエンジンを始動します。

知 識
「N」でも始動できますが、安全のた

め「P」で始動してください。

●発進

ブレーキペダルを右足で踏んだま

まセレクターレバーを操作し、ブ

レーキペダルから足を離してアクセ

ルペダルをゆっくり踏み込みます。

●走行

通常は「D」の位置で走行します。

長い下り坂などブレーキを踏み続

ける状態では「D」レンジでも自動

的に低いギアに切り替わりますが

状況に応じてセレクターレバーを

「M」にして低いギアを選択します。

●信号待ちでの停車

セレクターレバーを「D」にした

ままブレーキペダルを踏みます。

必要に応じてパーキングブレーキ

を作動させます。

上り坂などで「D」に入れてアク

セルペダルを踏んで停止を保持す

るようなことはしないでください。

警 告

走行中はセレクターレバーを「N」

位置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

くなって事故を起こすおそれがあ

ります。
警 告

セレクターレバーを「N」から「R」

や「D」にシフトするときは、エン

ジン回転がアイドルに下がっている

ことを確認してください。急発進し、

思わぬ事故になり重大な傷害を受け

ることがあります。

警 告

●エンジンを始動するときは、シ

フトレバーをＰ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。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。

警 告

●空ぶかしはしないでください｡

「P」、「N」以外の位置にあると

急発進などの原因になります。



トランスミッション、ブレーキ、ABS3-7

●駐車

車が完全に停車したらブレーキペ

ダルを踏んだままセレクターレバー

を「P」の位置に入れハンドブレー

キを効かせてエンジンを止めます。

車両を離れるときは、セレクター

レバーをPの位置にしてください。

Pの位置以外で運転席のドアを開け

ると、警告のブザーが鳴ります。＊

シフトロックシステム

急発進防止のため、ブレーキペダルを

踏んでいないとPの位置からほかにレ

バーを動かすことはできません。

バッテリー上がりなどでシフトロック

が解除されないときは、以下の方法で

強制的に解除することができます。

1）灰皿のふたを閉め、後部を手前

に引き上げて外します。

2）四角い穴に手を入れて、レバー

の根元のスライドピンを引き出

しながら①、同時にシフトレバ

ーを動かします②。

ブレーキ

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

レーキが作動しブレーキ警告灯が点

灯します。

解除するときはレバーを少し引き上

げてボタンを押しこみながらレバー

を下ろします。

パーキングブレーキを解除したとき

はブレーキ警告灯が消灯することを

確認してください。

ブレーキ警告灯

この警告灯が点灯し、STOP

警告灯の点灯とともに警告音がなり

マルチファンクションディスプレイ

に「Handbrake on（パーキングブ

レーキ使用中）」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。

注 意

●車両が完全に停止する前にセレ

クターレバーをＰやＲに入れな

いでください。トランスミッショ

ンを損傷するおそれがあります。

●車から離れるときはセレクター

レバーをＰに入れ，ハンドブレ

ーキを引いてください。クリー

プ現象で車がひとりでに動い

て，人や物に衝突するおそれが

あります。

＊仕様により異なります。
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ABS
（アンチロックブレーキシステム）

ABSは急制動時や雪道などの滑りや

すい路面での制動時にタイヤがロック

するのを防ぐことで車両の安定性とハ

ンドル操作を確保する装置です。

ABS警告灯

イグニッションスイッチを

オンにしたときに2～3秒間点灯しそ

の後消灯します。警告灯が消灯しな

いときや走行中に点灯したときは

ABSが故障しています。

プジョーディーラーで点検を受けて

ください。

知 識
●ABSが故障して作動しないときで

も通常のブレーキの性能は確保され

ます。

●ABS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。これ

はABSの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。

●ABSは制動距離を短くする装

置ではありません。次のような

路面では制動距離が長くなるこ

とがあります。滑りやすい路面

では慎重に運転してください。

・砂利道、雪道

・石だたみや凸凹道などの悪路

●ABS警告灯が点灯していると

きはABSが作動しないので急ブ

レーキ時にタイヤがロックする

ことがあります。

●イグニッションスイッチをオン

にした状態でホイールやタイヤの

交換などをしたときにメモリーに

故障情報が入力されて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

にご相談ください。

注 意

●ABSが作動しても車の操縦安

定性の確保には限界があり、思

わぬ事故につながるおそれがあ

りますのでABSを過信しない

でください。
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ESP / ASRの作動

ESP / ASRが作動してい

るときは、ESP / ASR警

告灯が点滅して、運転者に注意を促

します。

ESP / ASRの解除

雪道や泥道で動けなくなったときな

どは、ある程度ホイールスピンさせ

てタイヤの接地力を回復させる必要

がある場合があります。このような

ときには、手動でASR / ESPを解

除することができます。

ダッシュボードの「ESP OFF」と

書かれたスイッチを押してください。

警告音とともにESP / ASR警告灯

が点灯し、ESP OFFスイッチのイ

ンジケーターが点灯します。

また、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。

ESP（スタビリティコントロールシステム）
/ ASR＊
ESPは、ABSと連携してブレーキや

エンジンを制御し、車両の動きと運

転者の意図するコースとに著しい差

が発生したときに自動的に作動して、

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

防止して車両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、思わぬ事故に

つながるおそれがありますのでこの

システムを過信しないでください。



解除されたESP / ASRの復帰

ESP OFFスイッチを使用して解除

したシステムは、以下の状態で復帰

します。

●イグニッションをオフにする

●ESP OFFスイッチを再度押す

ESP / ASRの異常

警告音とともにESP / ASR

警告灯が点灯してESP OFF

スイッチのインジケーターが点滅し、

さらにマルチファンクションディス

プレイに「ESP system failure

（ESPシステム故障）」のメッセージ

が表示されたときは、システムの機

能に異常があります。

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。

3-10

警 告

●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

るものであり、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

従来同様、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。

●事故の後や大きな衝撃を受け

た際には、プジョーディーラ

ーでシステムの点検を受けて

下さい。
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ライト

ライトスイッチ
ライトの操作はスイッチのリング

を回して行います。

すべてのランプが消灯します。

車幅灯とテールランプが
点灯します。

ヘッドランプ、車幅灯、テー

ルランプが点灯します。

ヘッドランプをハイビームに切り替

えるときはスイッチを手前に引きま

す。スイッチを引くたびにロービーム

とハイビームが切り換わります。点

灯中はハイビームあるいはロービー

ムのインジケーターが点灯します。

知 識
ランプが点灯しているときイグニッ

ションスイッチをオフにしてキーを

抜かずに運転席のドアを開けると警

告音がなります。

パッシング(追い越し合図)

ライトスイッチの位置に関係なくス

イッチを手前に引いている間ヘッド

ランプが点灯します。

＊仕様により異なります。

オートライト機能＊

周囲が暗くなるかワイパーを連続し

て使用すると自動的にランプを点灯

する機能です。周囲が明るくなるか

ワイパーを停止すると消灯します。

オートライト機能の設定／解除

１．イグニッションスイッチをアク

セサリーの位置にします。

２．ライトスイッチを「 」(消灯)の

位置にしてスイッチ先端のノブ

を2秒以上押すとチャイムが鳴

り設定／解除できます。
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フォグランプ

フロントフォグランプ＊

リング を向こう側に回すと

フロントフォグランプ＊が点

灯し、手前に回すと消灯します。

点灯状況はインジケーターに表示さ

れます。

（フロントフォグランプ点灯）

フロント＊/リアフォグランプ

リング をもう1度回すとリアフォ

グランプが点灯します。

手前に1一度回すとリアフォグラン

プが消灯し、もう一度回すとフロン

トフォグランプが消灯します。

点灯状況はインジケーターに表示さ

れます。

（リアフォグランプ点灯）

（フロントおよび

リアフォグランプ点灯）

知 識
・オートライトを設定するとマルチ

ファンクションディスプレイに

「Automatic lighting active（オー

トライト作動中）」が表示されます。

・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、ス

イッチを操作してライトを点灯し

てください。

・周囲の明るさを検知する照度セン

サーはルームミラー取付部にあり

ます。この部分にカバーなどかけ

センサーを覆わないでください。

・オートライトの照度センサーが故障

するとヘッドランプが点灯したまま

になり、マルチファンクションディ

スプレイに「Automatic lighting

faulty（オートライト故障）」が表示

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。

注 意

リアフォグランプは、後続車に眩

惑を与えます。晴天時など不要な

ときは必ず消灯してください。
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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駐車して出

入り口に向かうときなど、ヘッドラ

ンプを数十秒間点灯したままにする

ことができます。

●キーをストップ位置にしてライト

もオフにします。

●スイッチレバーを浅く手前に引い

てパッシングしたのちくるまから

降りてドアをロックしてください。

●ライトが一定時間点灯したのち、

自動的に消灯します。

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だり

して、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

うスイッチを回して照射角度を調整

してください。

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 5人乗車のとき

2 5人乗車してラゲッジルームに

物を積んだとき

3 ドライバーのみでラゲッジルー

ムがいっぱいのとき

方向指示灯
ライトスイッチレバーを

上に動かすと右方向、下

に動かすと左方向の方向指示灯が点

滅します。

ハザードランプが作動しているとき

は方向指示灯は作動しません。

ハザードランプ
他車に緊急停車中であること

を知らせるためのものです。

スイッチを押すとすべての方向指示

灯が点滅し、再度押すと停止します。

自動点灯機能＊

急ブレーキをかけるとセンサーが車

両の減速度を検知してハザードラン

プが自動的に点滅します。車両が加速

をす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。



メーターパネル

1. シートベルト警告灯
2. 助手席エアバッグ解除警告灯＊
3. エアバッグ警告灯
4. フロントフォグランプインジケーター＊
5. ABS警告灯
6. リアフォグランプインジケーター
7. 左方向指示器インジケーター
8. オド・トリップ、サービスインジケーター、

油量インジケーター
9. 右方向指示器インジケーター

10. 自動診断警告灯
11. ハイビームインジケーター
12. ブレーキ警告灯
13. ロービームインジケーター
14. バッテリー警告灯
15. エンジン油圧警告灯
16. 冷却水量／冷却水温警告灯＊
17. スノー／

スポーツモードインジケーター＊
18. シフトポジションインジケーター＊

19. リセットボタン
20. STOP警告灯
21. スピードメーター＊
22. 冷却水温度計
23. タコメーター＊
24. メーターパネル照明コントローラー
25. 燃料計
26. 燃料残量警告灯
27. ESP/ASR警告灯＊

＊仕様により異なります。
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メーターパネル、インストルメントパネルインジケーター4-5

メーターパネル

照度調整

メーターパネルの明るさを調整する

ことができます。

ボタンを押し続けると暗くなり再度

押し続けると明るくなります。

冷却水温度計

エンジン冷却水の温度を表示します。

針が の範囲にあるときに冷却水の

温度は適正です。針が の範囲に入

り、「STOP」警告灯が点滅したとき

はオーバーヒートのおそれがありま

す。8-2ページのオーバーヒートの

項目を参照してください。

エンジン油温計＊

エンジン回転中にエンジンオイルの温

度を表示します。

針が のゾーンにあるときには，油

温は適正です。

針が のゾーンにあるときには，油

温が高すぎます。

温度が下がるまで速度を落として走行

してください。

D

C

＊仕様により異なります。
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インストルメントパネル
インジケーター
インストルメントパネルインジケータ

ーはイグニッションスイッチをオンに

すると次の３つを順に表示します。

・サービスインジケーター

・エンジンオイル量

・オドメーター／トリップメーター

知 識
オドメーター／トリップメーターは

次の時に30秒間表示されます。

・イグニッションスイッチをオフに

した後

・運転席のドアを開けたとき

・車両を施錠したとき

・車両を解錠したとき

サービスインジケーター

サービスインジケーターは次回のメー

カー推奨点検時期を知らせます。

イグニッションスイッチをオンにし

た後、約5秒間次回の点検までのおよ

その距離を表示します。

例：次回の点検ま

で4800km

エンジンオイル量を表示した後オド

メーターまたはトリップメーター表

示に戻ります。

次回の点検まで1000km以内のとき

エンジンオイル量を表示した後、オ

ドメーターまたはトリップメーター

に戻ってもスパナのマークが表示さ

れたままになります。

点検時期を経過したとき

イグニッションスイッチをオンにし

た後、数秒間スパナのマークと点検

時期経過後の走行距離が点滅します。

インジケーターのリセット：

リセットはプジョーディーラーが点

検終了後に行いますが、ご自身でリ

セットするときは以下の手順で行い

ます。

１．イグニッションスイッチをオ

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．イグニッションスイッチをオ

ンにします。

４．数字が10から0までカウント

ダウンを始めます。

５．0になったらリセットボタン

をはなすとスパナのマークが

消えます。

点検時期を経過して

から300km走行。



エンジンオイル量

イグニッションスイッチをオンにする

とサービスインジケー夕ーの表示に続

いて約10秒間オイル量を表示します。

車が水平な場所にあってエンジンを

停止してから10分以上経過している

ときに正確に表示されます。

6つのインジケータ

ーと"MAX"が点滅

しているときはオイルの入れすぎの

可能性があります。エンジンのレベ

ルゲージでレベルを確認して、オイ

ルが入りすぎているときはエンジン

が損傷するおそれがありますので、

プジョーディーラーで点検を受けて

ください。

6つのインジケータ

ーと"MIN"が点滅して

いるときはオイルが不足しています。

エンジンのレベルゲージでレベルを

確認して、必要に応じてオイルを補

充してください。

6つのインジケータ

ーが点滅している

ときは、システムの故障です。運転

を続けるとエンジンを損傷すること

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。

オドメーター／トリップメーター

イグニッションスイッチがオンのと

きに次の表示を示します。

オドメーター：

総走行距離を表示します。

トリップメーター：

リセットしてからの距離を表示します。

オドメーターとトリップメーターの

切り替え：

ボタン を押して切り替えます。

トリップメーターのリセット：

ボタン を3秒以上押すとそれまで

の数字がリセットされ表示が00にな

ります。

インストルメントパネルインジケーター、警告灯4-7

注 意

プジョーディーラーでは定期点

検終了時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。その際、次の定期点検まで

の時期についてはそれまでのお客

様のお車の使い方を判断して決め

るようにしています。お客様ご自

身でご希望がある場合や、サービ

スインジケーターのリセットを希

望しない場合は、お車を預ける際

にその旨をプジョーディーラーに

お伝えください。
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警告灯

走行中に警告音やマルチファンクシ

ョンディスプレイに警告が表示され

るとともに警告灯が点灯したり点滅

したときはプジョーディーラーで点

検を受けてください。またSTOP警

告灯も連動したときは走行を止めて

プジョーディーラーに連絡してくだ

さい。そのまま走行を続けると重大

な損傷や事故の原因となることがあ

ります。

STOP警告灯

イグニッションスイッチがオンで点灯

しエンジンが始動すると消灯します。

油圧警告灯、オイル温度、冷却水量

警告灯、ブレーキ警告灯、水温計な

どの警告灯と連動して点灯して同時

にマルチファンクションディスプレ

イに故障内容が数秒間表示されます。

走行中、あるいはエンジン回転中に

この警告灯が点灯したときは、すみ

やか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。

エンジン診断警告灯

イグニッションスイッチがオンで点灯

しエンジンが始動すると消灯します。

走行中に点灯したときは点火系統また

は燃料噴射系統や排気ガス制御システ

ムに故障があります。そのまま走行を

続けると触媒装置が損傷することがあ

ります。プジョーディーラーで点検を

受けてください。



警告灯4-9

エンジン油圧警告灯

走行中にSTOP警告灯とともに点灯し

たときは、直ちに安全な場所に停車し

てエンジンを止めエンジンオイル量を

点検し必要に応じてオイルを補充して

ください。

またはプジョーディーラーに連絡して

ください。そのまま走行を続けるとエ

ンジンを損傷することがあります。

バッテリー警告灯

イグニッションスイッチがアクセサ

リーのときに点灯しエンジンが始動

すると消灯します。

充電系統に次のような異常があると

きに点灯します。

●充電回路の故障

●オルタネーターベルトが切れてい

るか緩んでいる

●バッテリーのターミナルが緩んで

いる

●オルタネーターの故障

警告灯が点灯したときはプジョーデ

ィーラーで点検を受けてください。

冷却水量警告灯＊

走行中にSTOP警告灯とともに点灯し

たときは冷却水量が不足しています。

直ちに安全な場所に車を止め、エン

ジンが冷えるのを待って冷却水の量

を点検してください。

オーバーヒートしているときは8-2

ページのオーバーヒートの項、ある

いは「あなたの安全のために」の小

冊子を参照してください。

注 意

オイルを補充しても警告灯が点灯

するときはプジョーディーラーで

点検を受けてください。



ブレーキ警告灯

イグニッションスイッチをオンにしたときに点灯しエンジンが始動すると消灯

します。また次のときに点灯します。

●パーキングブレーキを作動させているとき：

パーキングブレーキを解除してください。

●ブレーキオイルが不足しているとき：

ブレーキオイル量を点検し、不足しているときは補充してください。補充し

ても警告灯が消灯しないときはプジョーディーラーで点検を受けてください。

●ブレーキシステムに異常があるとき：

ABS警告灯も同時に点灯します。プジョーディーラーで点検を受けてく

ださい。
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ABS（アンチロックブ
レーキ）警告灯

イグニッションスイッチをオンにした

ときに約3秒間点灯します。警告灯が

消灯しないときや走行中（12Km／h

以上）に点灯したときはプジョーディ

ーラーで点検を受けてください。

ABS警告灯が点灯するとABSは作動し

ませんが通常のブレーキの性能は確保

されます。

シートベルト警告灯

運転者がシートベルトを装着してい

ないと点灯します。そのまま走行す

ると、徐々に音量が大きくなる警告

音とともに約2分間点滅します。

＊仕様により異なります。



エアバッグ警告灯

イグニッションスイッチをオンにした

とき3秒間点灯しその後消灯します。

次のときはプジョーディーラーで点検

を受けてください。

・イグニッションスイッチをオンにし

たとき警告灯が点灯しない

・警告灯が点灯後3秒経過しても消灯

しない

・警告灯が約5分間点滅し、その後点

灯したまま

またエンジンが回転しているときに点

灯し、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

示されたときはフロントエアバッグあ

るいはサイドエアバックが故障してい

ます。

助手席エアバッグ
OFF警告灯＊

助手席のエアバックの作動を停止させ

たときに警告音とともにマルチファン

クションディスプレイに「Passenger

airbag disarmed」が表示され＊警告

灯は点灯したままになり、助手席エア

バックが作動しません。

燃料残量警告灯

燃料の残量が少なくなると点灯しま

す。警告灯が点灯してから通常の走

行状態で約50km走行できますが早め

に燃料を補給してください。

燃料タンクの容量は約50リットルです。

知 識
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。

警告灯、ワイパー4-11

＊仕様により異なります。
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ワイパー

AUTO（自動）＊

AUTO（自動）ワイパー装着車はAUTOの位置にすると降雨量に応じて自動的にワイパーが作動します。AUTOにすると

マルチファンクションディスプレイに「Automatic wiping active（オートワイパー作動中）」が表示されます。＊

イグニッションスイッチを1分以上オフにするとこの機能は解除されます。次にエンジンを始動したときは一度スイッチ

を「停止」位置にしてから再び「AUTO」位置にしてください。

システムに異常があると警告音とともに「Automatic wiping faulty（オートワイパー故障）＊」が表示され、間欠作動に

なります。プジョーディーラーで点検を受けてください。

フロントワイパー

ワイパースイッチを操作して作動させます。

2 高速作動

1 低速作動

I／AUTO 間欠作動／AUTO＊

0 停止

ワイパーが0（停止）のときにスイッチを下に操作するとワイパーが1回作動し

ます。1と2の位置では車両が停止すると作動速度が遅くなり、走り始めると

もとの作動に戻ります。

＊仕様により異なります。



ワイパー4-13

知 識
●フロントウィンドウのルームミラー

の位置にある雨滴センサーをステッ

カーなどで覆わないでください。

●車を洗車するときはワイパースイッ

チ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。

水滴によってワイパーが突然作動

してけがをしたり車を損傷したり

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

AUTO（自動作動）では使用しな

いでください。

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。

ヘッドランプが点灯しているときは

ヘッドランプウォッシャー＊も作動

します。

メンテナンスポジション＊
イグニッションスイッチをオフにし

て1分以内にワイパーレバーを操作

するとウィンドウの中央にワイパー

が停止します。ワイパー交換時に使

用します。

再度ワイパースイッチを操作すると

元の位置に戻ります。

リアワイパー
ワイパースイッチの を回

すとリアワイパーが間欠作

動します。

リアウォッシャー
ワイパースイッチの をワ

イパーの位置よりも、さら

に回すとウォッシャーが作

動し、ワイパーが数回作動

します。

＊仕様により異なります。
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エアコンディショナー

吹き出し口

フロントウィンドウ吹き出し口

サイドウィンドウ吹き出し口

ダッシュボード左・右吹き出し口

ダッシュボード中央吹き出し口

ダッシュボード足下前方吹き出し口

センターコンソール足下吹き出し口

ダッシュボードの中央と両側の吹き

出し口のルーバーやシャッターで、

独自に風向や風量を調節することが

できます。

風向、風量の調節をしたいとき、風

を止めたいとき、他の吹き出し口に

より多くの風を送りたいときは、各

吹き出し口のルーバーやシャッター

を操作してください。

5-2

注 意

●車内の空気の循環を良くするため、次の点に注意してください。

・ボンネットの外気取り入れ口をふさがない。

・花粉フィルターが詰まっていないか点検する。花粉フィルターはエンジ

ンルームの空気取り入れ口にあります。必要に応じて交換してください。

● エアコンを長期間使用しないときでも月に1～2回、5～10分間程度スイッ

チをオンにして作動させてください。

●エアコンを使用しているときに車体の下から無色の水が流れ出ることが

ありますが、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でないときは、使用を中止してプジョー

ディーラーで点検を受けてください。

●エアコンには、フロンガス(Ｒ134a)が使用されています。地球環境の

保護のためフロンガスを大気に排出することは法で禁止されています。

エアコンにフロンガスの交換、補充をするとき、また、車を廃棄すると

きはプジョーディーラーにご相談ください。

●フロントウィンドウには空調効果を高めるため紫外線や赤外線を大幅にカ

ットする熱反射ガラスを使用しています。赤外線や電波を使用する装置を

フロントウィンドウの内側にセットするときは、プジョーディーラーにご相

談ください。



オートエアコン

温度調整スイッチで希望温度にして

AUTO（オート）スイッチを押すと吹き

出し口と風量が自動的に調整されます。

停止するときはOFFスイッチを押し

ます。

スイッチの使い方

温度調整スイッチ

スイッチの上を押すと温度が上がり

下を押すと下がります。

設定した温度はディスプレイに表示

されます。18～24℃の範囲は

0.5℃毎に設定ができます。

AUTO（オート）スイッチ

AUTO（オート）にすると温度、内

気／外気の切り替え、風量、吹き出

し口が自動で調整されます。

フロントウィンドウデフォッガー

ウィンドウ内側の曇りを取り除くと

きに使います。AUTO（オート）ス

イッチを押すと解除されます。

エアコンディショナー5-3
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エアコンスイッチ

スイッチを押すごとにエアコンのオ

ンとオフを切り替えます。

オフにするとエアコン（冷房）が停

止しディスプレイに「ECO」が表示

されます。

吹き出し口切り替えボタン

ボタンを押すたびに、吹き出し口が

次のように切り替わります。

・フロントウィンドウ

・フロントウィンドウと足元

・足元

・ダッシュボード中央と足元

・ダッシュボード中央と左右の吹き

出し口

風量調整スイッチ

風量を調整します。

＋を押すと風量が増え－を押すと低

下します。

内気／外気切り替えスイッチ

外気導入と内気循環を切り替えます。

通常は外気導入で使用します。

選択した設定がディスプレイに表示さ

れます。

知 識
●内気循環ではウィンドウが曇りやす

くなるので、一時的な使用にとどめ

てください。

●オートエアコンは始動毎に外気温度

や室内の状況に合わせて自動的に設

定を選択するプログラムを採用して

いますので、必ずしもイグニッショ

ンをオフにしたときの状態を維持す

るものではありません。

OFFスイッチ

エアコンディショナーの作動を停止

します。

リアウィンドウデフォッガー

リアウィンドウやドアミラーの曇りを

取るときに使用します。外気温に応じ

て自動的にオフになります。自動でオ

フになる前に作動を停止するときはス

イッチ を再度押します。

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作動します。

5-4

注 意

リアウィンドウデフォッガーの作

動中はドアミラーのヒーターも作

動するためミラーのガラス面が熱

くなります。長時間作動させてい

るときはミラー面に触れないでく

ださい。



マニュアルエアコン＊

エアコンスイッチ

スイッチを押すごとにエアコンのオ

ンとオフを切り替えします。オンの

ときはスイッチのインジケーターラ

ンプが点灯します。オフにするとエ

アコン(冷房)が停止します。

知 識
風量調整ダイアルが「OFF」の位置で

はエアコンは作動しません。

性能維持のため、冬期でも月に1、2回

5～10分程度運転することをおすすめ

します。

温度調整ダイアル

ダイアルを回して希望の温度に調整

します。

右に回すと温度が上がり、左に回す

と温度が下がります。

5-5 エアコンディショナー

3 5

4 2

1 6



吹き出し口切り替えダイアル

ダイアルを回して吹き出し口を切り

替えます。

・フロントウィンドウとサイドウィン

ドウに送風

・フロントウィンドウ、サイドウィン

ドウ、足元に送風

・足元に送風

・中央とサイドに送風

ダイアルがどの位置にあっても、常

にダッシュボードの中央と両側の吹

き出し口から空気が吹き出します。

風量を調整するときや、他の吹き出

し口により多くの風を送りたいとき

は、各吹き出し口のシャッターを操

作してください。

風量調節ダイアル

風量を4段階に切り替えることがで

きます。右に回すと風量が増えま

す。OFFの位置では停止します。

内気循環・外気導入の

切り替えレバー

内気循環と外気導入を切り替えま

す。レバーを左側にすると外気が導

入され、右側では内気循環になり

ます。

知 識

通常はこの位置で使用します。

この位置にすると、外気が車内

に入らなくなります。

いやな臭いが車内に入るのを防ぐとき

や、急速に冷暖房したいときに使用し

ます。

エアコンがオフの時にこの位置にする

とウィンドウガラスが曇りやすくなり

ます。なるべく早く外気導入位置にす

ることをおすすめします。

リアウィンドウデフォッガー

リアウィンドウやドアミラーの曇り

を取るときに使用します。エンジン

回転中にスイッチを押すと約12分

間作動して自動的にオフになりま

す。途中で解除したいときはもう一

度スイッチを押してください。

ドアミラーのヒーター＊も同時に作

動します。

5-6

＊仕様により異なります。

注 意

リアウィンドウデフォッガーの作

動中はドアミラーのヒーターも作

動するためミラーのガラス面が熱

くなります。長時間作動させてい

るときはミラー面に触れないでく

ださい。



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に

は以下の情報が表示されます。

・時間・年月日・外気温度・ドア、テー

ルゲート・警告メッセージ・トリップコ

ンピューター＊・カーステレオ＊

Ａタイプ

Ｂタイプ

パラメーターの設定

マルチファンクションディスプレイに

表示される情報のパラメーターを設定

します。

を2秒間押すとパラメーターの設定

画面になり、さらに を押すと設定項

目が切り替わり を押すと設定を変

更することができます。

約5秒間何も操作しないと通常の表示

に戻ります。

次の設定をすることができます。

表示言語（language）：

選択できる言語は次の7言語です。日

本語はありません。

・English（英語）

・Deutsch（ドイツ語）

・Español（スペイン語）

・Italiano（イタリア語）

・Portugués（ポルトガル語）

・Nederlands（オランダ語）

・Français（フランス語）

距離表示の単位（Speed unit）＊:
Aタイプのみ設定できます。

km/h（キロメートル）かMPH（マイル）

を選択します。

温度表示（Temperature Unit）

表示する外気温度の単位（°Ｆか℃）を

選択します。

知 識
外気温度はドアミラーにあるセンサー

で測定します。

時間の表示（Time Format）：

12時間（12h）か24時間（24h）表示

を選択します。

日付(年、月、日、時、分)の設定：
を押すと時、分、年、月、日の順に点

滅し、そのときに を押して調整しま

す。

マルチファンクションディスプレイ5-7

＊仕様により異なります。



トリップコンピューター＊

ワイパーレバー先端のスイッチを押す

ごとに以下の情報を表示します。

走行可能距離 走行距離

平均燃費 瞬間燃費 平均速度

トリップコンピューターをリセットす

るときはスイッチを2秒以上押し続け

ます。リセット後しばらくの間は正確

な値が表示されないことがあります。

水平なセグメントだけが表示されると

きはプジョーディーラーにご連絡くだ

さい。

走行可能距離

燃料タンク内の燃料で走行できる距離

を表示します。現在と同じ割合で燃料

が消費されるものと想定して計算しま

す。燃料が約3リットル以下になるとセ

グメントの表示になります。

走行距離

リセットしてから現在までの走行距離

を表示します。

平均燃費

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。100kmを走行するために消費す

る燃料をリットル（ l ）で表示します。

例えば12 l / 100では100km走行す

るのに12リットル消費したことにな

ります。

瞬間燃費

過去2秒間の燃料

消費量を表示します。

100kmを走行するために消費する燃

料をリットルで表示します。

車の速度が30km/h以上の時に作動

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。

イグニッションスイッチをオンにして

いる時間をもとに計算します。

5-8

＊この表示は説明のための例であり、実際の表示とは異なることがあります。

＊仕様により異なります。



電源を入れる
電源ボタン①を押すと電源が入り、
再度押すと切れます。

音量を調整する
音量調整（大）ボタン②、または

押すと音量が大きくなります。

音量調整（小）ボタン③、または

を押すと音量が小さくなります。

ボタン④⑤：日本仕様では使用しま

せん。

音質を調整する
音質調整切り替えボタン⑥を押すご

とに、「低音」→「高音」→「ラウド

ネス（低高音強調）」→「前後バラン

ス＊」→「左右バランス」→「自動

音量調整＊」の順で音質を調整でき

るようになります。

数秒間操作を行わないでいると、元

に戻ります。

1615 4 5

78691011141312132

カーステレオ5-9

CDチェンジャーコントロール付 AM/FM CD ステレオ＊

注 意

エンジンがかかっていない時に

は、約30分経過すると、カーステ

レオの電源は自動的に切れます。

コントロールパネル ステアリングリモコン

ステレオ本体の仕様により、④⑤と⑮の位置が入れ替えになることがあります。



音質調整ボタン⑦、または⑧で音質

を調整します。

●「低音」や「高音」を選択したと

きは、⑦を押すと強調され、⑧を

押すと弱くなります。

●「左右バランス」を選択したとき

は、⑦を押すと右側の音が大きく

なり、⑧を押すと左側の音が大き

くなります。

●「前後バランス＊」を選択したと

きは、⑦を押すと前側の音が大き

くなり、⑧を押すと後側の音が大

きくなります。

●「ラウドネス」や「自動音量調整＊」

を選択したときは、⑦か⑧を押すた

びに、設定されたり解除されます。

知 識
低音と高音の設定は、ラジオ、CDなど

のソースごとに記憶させることができ

ます。

ラジオを聴く
ラジオ選択ボタン⑫、またはソース

選択ボタン を押して、ラジオを選

択します。

受信バンドを選択する

さらにボタン⑫を押すと、受信バン

ドが「FM1」「FM2」「FM AST」

「AM」に切り替わります。

自動サーチ

自動サーチボタン⑨または 、⑪ま

たは を押すと、現在受信している

放送局の周波数より上（ボタン⑨ /

）、下（ボタン⑪ / ）の放送局

を探します。

はじめは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

を探します（DXモード）はじめか

らDXモードで探したいときは、ボタ

ン⑨または 、⑪または を二度

押してください。

手動サーチ

周波数がわかっている放送局を受信

するときは、手動サーチボタン⑩を

押してから、ボタン⑨ / ⑪で希望す

る周波数に合わせます。

再度ボタン⑩を押すと自動サーチに

戻ります。

メモリー

自動サーチや手動サーチで受信した

放送局を受信中しているときに、メ

モリーボタン⑯（1～6）のいずれか

を2秒以上押し続けると、そのボタ

ンに放送局を記憶できます。

放送局を呼び出すときは、対応する

ボタン⑯を押します。または、 /

の方向にダイアルを回します。

知 識
ボタン⑫を2秒以上押し続けると、

信号が強い6曲のFM局を自動的に選

択して、「FM AST」に記憶します。

G

F

DC

DC

D

C

E

5-10

＊仕様により異なります。



CDを聴くとき
CD選択ボタン⑬、またはソース選択

ボタン を押して、CDを選択します。

聴いている曲を変更する

ボタン⑨、または を押すと、次の曲

が再生されます。ボタン⑪、または

を押すと、今聴いている曲の最初から、

または前の曲から再生します。

知識
ボタン⑬を2秒以上押し続けると、

ランダムに曲を再生するシャッフル

再生を設定 / 解除できます。

曲を早送り / 早戻しする

ボタン⑨、または を押し続けると

早送り再生をします。ボタン⑪、ま

たは を押し続けると早戻し再生を

します。

CDを取り出す

ボタン⑮を押すとCDが排出されます。

CDチェンジャー＊を聴くとき
CDチェンジャー選択ボタン⑭、ま

たはソース選択ボタン を押して、

CDチェンジャーを選択します。

＊仕様により異なります。

（CDチェンジャーはオプションです）

知識
感度を良好に保つためフロントアン

テナの角度はフロントウインドウの

延長線上になるようにしてください。

E

D

C

D

C

E

注 意

盗難防止機能により、このカーステ

レオは当該車でのみ作動し、他の

車両に装着しても作動しません。

注 意

CD-ROMなどにコピーしたディ

スクを使用すると、正常に再生さ

れなかったりメカニズムに不具合

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。

カーステレオ、ステアリング、ルームミラー5-11
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ステアリング

ステアリングホイールの調整

チルトステアリングレバー を押して

ステアリングホイールの上下位置を調

整します。調整後はレバーを引いて固

定します。

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。

ルームミラー

夜間、後続車のヘッドライトがまぶし

いときにつまみを動かして切り替え

ます。

注 意

走行前に後方が確認できる位置に

調整してください。走行中に調整

すると運転を誤り、思わぬ事故に

つながるおそれがあります。

注 意

●ステアリングは走行中に調整しな

いでください。ハンドル操作を誤

り思わぬ事故の原因となります。

●ステアリングの調整後は確実に

ロックされているのを確認して

ください。

Ａ



ドアミラー、サンバイザー、グローブボックス5-13

ドアミラー
調節したいミラーの方にノブ を回

してからノブを操作してミラーの角度

を調整します。調整後はノブを中立位

置（○）に戻します。

ドアミラーの格納

イグニッションスイッチがアクセサリ

ーかオンのときにノブを の位置に回

すとミラーを格納することができま

す。元に戻すときはノブを調整位置に

戻します。

知 識
イグニッションキーを抜いたあと約40

秒間はドアミラーを操作することが出

来ます。ただし、この40秒間の間にい

ずれかのドア・テールゲートを開ける

と操作できなくなります。

ダブルカーブドアミラー

運転席側のドアミラーは、斜め後方の

視界を広げるために、点線より外側で

は異なった曲率になっています。

注 意

ミラーの曲率が違うために、ミラ

ーでみた距離感覚と実際の距離は

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。

＊仕様により異なります。

注 意

●手などを挟まないよう安全を確

認してから操作してください。

●思わぬ事故につながるおそれが

ありますので、走行中はミラーの

調整はしないでください。
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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。

グローブボックス

ハンドルを引いて開けます。開けるとラ

ンプが点灯します。

取扱説明書・車検証バッグ入れ

缶ホルダー

ペンホルダー

眼鏡入れ

カードホルダー

コインホルダー

警 告

グローブボックスのフタを開けた

まま走行しないでください。急ブ

レーキ時に中の物がとび出し危険

です。



ルームランプ、ラゲッジルーム5-15

ルームランプ

ルームランプスイッチ ：

ランプは点灯しません。

イグニッションスイッチがアク

セサリーかオンのとき、ドアの

開閉に関係なく点灯します。

次のときに点灯します。

・ドアを開けたとき（ハッチバック）

・ドア、テールゲート、ガラスハッチ

を開けたとき（ＳＷ）

・イグニッションキーを抜いたとき

・車両を解錠したとき

点灯したランプは次のときに減光しなが

ら消灯します。

・ドアを閉じて30秒経過したとき

（ハッチバック）

・ドア、テールゲート、ガラスハッチを

閉じて30秒経過したとき（ＳＷ）

・点灯してから40秒経過したとき。

・イグニッションスイッチをオンにし

たとき。

・車両を施錠したとき。

知 識
走行中にドア（ハッチバック）、ドア

及びテールゲート、ガラスハッチ（Ｓ

Ｗ）が完全に閉じていないとルームラ

ンプが点滅します。

フロントマップランプスイッチ ＊：

イグニッションスイッチがアクセサリ

ーかオンの時スイッチ を左か右にま

わすとマップランプが点灯します。

灰皿

灰皿を取り外すときはフタを閉じてタ

ブを引いて外します。

シガーライター

シガーライターを押し込んで自動的に

戻るのを待って使用します。
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ラゲッジルーム
（ハッチバック）

リアパーセルトレイ

取り外すときは2本のつりひも を外

してから、トレイを持ち上げてください。

固定リング＊

リアシートの背もたれとラゲッジルー

ムの床にはリングが取り付けられてお

り、ベルトやネット（別売り）を利用し

て手荷物を固定することができます。

サイドストラップ＊

救急箱や容器などを固定するためにお

使いください。

＊仕様により異なります。

注 意

リアパーセルトレイやトノカバー

の上に重いものや硬いものを置か

ないでください。



5-17 ラゲッジルーム、ルーフバー

ラゲッジルーム（SW） グリップハンドル／コートフック

コートフック（6ヶ所）

プロテクションネット（別売り）取

り付けフック

フック

買い物袋などをかけることができます。

アクセサリーソケット（12Ｖ）

イグニッションスイッチがアクセ

サリーの位置で使用することがで

きます。

小物入れネット

サイドストラップ

缶や救急箱などを固定することが

できます。

トノカバー

ラゲッジネット固定用のフックが

8箇所にあります。

トノカバーの取付け手順

１）トノカバーの両端を押し縮めて

サポート にはめこみます。

２）トノカバーをローラーから引き

出します。

３）トノカバーの両端をラゲッジルー

ムのガイド に固定します。

知 識
トノカバーのローラーにはラゲッジネ

ット固定用の2つのフックがあります。

プロテクションネット（別売）の取付け

手順

１）フックのカバー を開きます。

２）金属製のバーの両端をフックに取

り付けます。

３）2つのストラップフックをフロアーの

リングに固定します。リングはバーを

取り付けるフックの真下のフロアー

（2列目はリアシート下）にあります。

４）ストラップを引いて張ります。

注 意

トノカバーの上に重いものをのせ

ないでください。



ルーフバー（SW）

5-18

ルーフバーにキャリアを取り付けるときは、ルーフバーにあるマークの位置に

取り付けてください。

最大荷重75kg
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走行する前に

●燃料が入った容器やスプレー缶な

どは引火や爆発するおそれがあり

危険です。車両に積まないでく

ださい。

●車内に空き缶などがあるとブレーキ

ペダルやアクセルペダルにはさまり

ペダル操作ができなくなって思わぬ

事故につながるおそれがあります。

●フロアマットはプジョー純正品を

使用してクリップで確実に固定し

てください。確実に固定されてい

なかったり、重ねて使用するとブ

レーキペダルやアクセルペダル操

作の妨げになり思わぬ事故につな

がるおそれがあります。

●助手席や後席に荷物を積むと、急ブ

レーキなどのときに荷物が放り出

され、乗員に当たって思わぬけがを

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、ネッ

トやベルトで固定してください。

●車庫や屋内など換気が悪い場所で

エンジンをかけたままにしないで

ください。排気ガスを吸い込むと

一酸化炭素中毒になるおそれがあ

り危険です。

●車内で排気ガスのにおいを感じたと

きは、直ちに全てのウィンドウを全

開にし、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。

●不用な物を積み込まないようにし

てください。またルーフキャリア

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

ら取り外しましょう。

こんなことにもご注意を

●車の改造やプジョー純正部品以外

の使用は、違法改造や故障の原因に

なったり、思わぬ事故の原因になる

おそれがあります。また保証の適用

が受けられなくなることもあります。

●電装品や無線機などの取り付け、取

り外しはプジョーディーラーにご相

談ください。取り付け、取り外しが

適切でないと、電子機器部品に悪影

響をおよばすだけでなく、故障や火

災の原因となることがあります。

●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、走行中に飛んでけ

がをするなど、思わぬ事故につなが

るおそれがあります。また、アクセ

サリーの吸盤がレンズの働きをして

火災を起こす場合があり危険です。

●車内にライターを放置しないでく

ださい。炎天下での駐車は車内が

高温になるため、ライターなどの

可燃物は爆発や自然発火を起こす

おそれがあり危険です。また、床

やシートのすきまにガスライター

を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。

走行する前に、走行するときは6-1



走行するときは

●雨などで濡れた道路ではタイヤが

滑りやすくなります。急加速、急

ブレーキ、急激なエンジンブレー

キ、急なハンドル操作をしないで

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ハンドル操作

やブレーキがきかなくなり非常に

危険です。特に摩耗したタイヤは

ハイドロプレーニング現象を起こ

し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、タイヤが路面の水を排除で

きなくなり、タイヤと路面の間に

水の膜ができタイヤが浮いた状態

になり車のコントロールができな

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

でブレーキペダルを軽く踏んでく

ださい。

●霧で視界が悪いときは、昼間でも

ヘッドライトを下向きに点灯し、

周囲の車両や歩行者に自分の車の

存在を知らせてください。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

車間距離を取り低速で走行してく

ださい。

●雪が降っているときは滑りやすく

なります。冬用タイヤ、またはタ

イヤチェーン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、急なハンドル操作を

避け、十分な車間距離を取り低速

で走行してください。

●風が強く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

速度を下げて運転してください。

特にトンネルの出口、橋や土手の

上、大型車を追い越したり、追い

越されたときなどには、横風が発

生しやすいので注意して運転して

ください。

自動車電話、携帯電話、
カーナビゲーションの使用

●走行中の自動車電話、携帯電話の

使用は法律で禁じられています。

また、ハンズフリー機能を使用し

ても注意力が散漫になり、事故の

原因になるおそれがあります。ま

た、走行中のカーナビゲーション

の操作はさけてください。これら

は安全な場所に停車して操作して

ください。走行中にカーナビゲー

ション画面を見るときは最小限の

時間にしてください。
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走行中に異常を
感じたとき

●走行中に警告灯が点灯や点滅した

ときは安全な場所に停車し、適切

な処置をしてください。そのまま

走行すると故障の原因になるばか

りではなく重大な事故につながる

おそれがあります。また、走行中

は車の状態に気を配り、いつもと

違う音や臭い、振動などを感じた

ときはプジョーディーラーで点検

を受けてください。

●走行中にタイヤがパンクやバース

トしたときはあわてずにハンドル

をしっかり持ち、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

両のコントロールを失うおそれが

あります。

●走行中に床下で大きな音や衝撃を

感じたときはただちに安全な場所

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、

他の各部の損傷などにより思わぬ

事故につながるおそれがあります。

漏れや損傷などが見つかったとき

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。

駐停車するときは

●仮眠するときは、必ずエンジンを

止めてください。仮眠中、無意識

にセレクターレバーを動かしたり、

アクセルペダルを踏み込んで思わ

ぬ事故や、エンジンや排気管の異

常過熱による車両火災が発生する

おそれがあります。

●停車中に空ぶかしをしないでくだ

さい。排気管が異常過熱して車両

火災が発生するおそれがあります。

●車から離れるときはAT車ではセレ

クターレバーをP（パーキング）に、

MT車はシフトレバーをN（ニュー

トラル）にし、パーキングブレー

キをかけエンジンを止め、ドアを

施錠してください。また、ドアを

施錠しても車内には貴重品を残さ

ないでください。

●坂道で駐車をするときはパーキン

グブレーキを確実にかけ、AT車は

セレクターレバーをP（パーキン

グ）に、MT車はシフトレバーを

上り坂では1速に、下り坂ではR

（リバース）にしてください。さら

に、タイヤに輪止めをすると効果

があります。

●駐車するときは、紙や枯れ草、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。

走行後の排気管や排気ガスは高温

のため火災になるおそれがあり危

険です。

走行中に異常を感じたとき、駐停車するときは、使用燃料について6-3



使用燃料について

●燃料は無鉛プレミアムガソリンを

補給してください。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）を使用するとエンジン

などに悪影響を与えますので使用

しないでください。

●セルフ式のガソリンスタンドで補

給するときは以下の事項を守り、十

分に注意して給油してください。

また、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。

１．エンジンは必ず止めて、ドア、

ウィンドウを閉めてください。

また、タバコなどの火気を近

づけないでください。

２．フュエルキャップを開ける操

作から、給油が終了するまで

の給油作業は、必ずひとりで

行なってください。また、給

油口の近くには他の人を近づ

けないでください。

３．フュエルキャップを開ける前

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。

４．給油作業中は再び車内に戻ら

ないでください。再帯電する

おそれがあります。

５．フュエルキャップは何度かに

わけて開き、燃料タンク内の

圧力を下げて外してくださ

い。一度に開けると、燃料が

給油口から吹き返し傷害を受

けたり、火災になるおそれが

あります。

６．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

を痛めるおそれがあります。

７．燃料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．給油時に気化した燃料を吸い

込まないようにしてください。

９．ガソリンスタンドに掲示してあ

る注意事項を守ってください。
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冬季の取り扱い

冬用タイヤ

●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

装着してください。

●冬用タイヤに交換するときは、か

なら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、スノーネット

●タイヤのサイズにあったタイヤチェー

ンを前輪に装着してください。

●タイヤチェーン等を取り付けると

きは安全な場所に停車し、チェー

ン等の取扱説明書に従って確実に

取り付けてください。

●タイヤチェーンやスノーネットを

装着したときは100m程度走行し

たら、緩みがないか、また車体に

当たっていないか再度確認してく

ださい。

バッテリー

気温が低くなるとバッテリーの性能

が低下します。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

寒冷地では、凍結を防ぐために夏季

よりもウォッシャー液の混合割合を

高くしてください。

駐車のときは

●寒冷地ではパーキングブレーキが凍

結して解除できなくなることがあり

ます。温度が非常に低いときはパー

キングブレーキを使用せず、オート

マチックトランスミッション車はセ

レクトレバーを「P」の位置に入れて

またマニュアルトランスミッション

車は「Ｒ（リバース）」か「1速」に入

れて輪止めを使用してください。

●ボンネットを風下に向けて駐車し

てください。

冬季の取り扱い、発煙筒6-5

注 意

●キーシリンダーには潤滑剤を注油してお

いてください。凍結したときはお湯をか

けて溶かし、すぐに拭き取ってください。

●凍結を防ぐためにドアのゴム製シー

ルにはシリコン潤滑油を塗布しま

す。凍結したときはお湯をかけて溶

かし、すぐに拭き取ってください。

●雪が降っているときにエンジンをか

けたままにしないでください。車の

まわりに雪が積もると排気ガスが車

内に入って一酸化炭素中毒になり、

最悪の場合死亡することがあります。

注 意

一般に市販されているタイヤチェー

ンの中にはサイズがあっていても装

着できないものや、装着できても

車体に当たることがあります。ス

タッドレスタイヤやタイヤチェー

ンはプジョーディーラーでお求め

ください。



運転するときは

●雪道や凍結路ではスリップに注意

してひかえめな速度で走行してく

ださい。

●走行する前に屋根に積もった雪を

取り除いてください。走行中に落ち

て視界をさえぎることがあります。

●雪解けの道路などではライト類が

汚れやすくなります。汚れていると

きは清掃して汚れを落としてくだ

さい。また融雪剤が使われていると

きは、特に車体の下やホイールアー

チ部をこまめに洗浄してください。

●空気取り入れ口は常にきれいに保

つようにしてください。

●雪道を走行するとはねあげた雪な

どが付着してハンドルの切れが悪

くなることがあります。雪や氷が

付着しているときは点検して取り

除いてください。

●乗車前に靴や衣類に付いた雪を落

としてください。滑りやすくなっ

たりガラスが曇ったりします。

●走行中にときどきブレーキペダル

を軽く踏んで効きぐあいを確認し

てください。雪などがブレーキに

付着するとブレーキの効きが悪く

なることがあります。

発炎筒

運転席側のドアポケット

内に備え付けられていま

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。

なお、使用方法は発炎筒

に記載しています。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。

・発炎筒に記載してある有効期限が切

れる前に新品と交換してください。

6-6

警 告

●非常用信号としてのみご使用く

ださい。

●お子様の手に触れないようにし

てください。

●ガソリンなど可燃物の近くでの

使用は危険です。また、炎を顔

や身体に近づけるとやけどの危

険があります。

●トンネル内で使用すると煙によ

り視界が遮られ危険です。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

日本仕様のプジョー206には、日本

国内の排気ガス基準に適合させるた

め、車体中央部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6-7

警 告

●触媒コンバーターは走行中高温

になります。乾燥した草や紙な

どの可燃物の上には駐車しない

でください。コンバーターの熱

により、火災が起こるおそれが

あります。

●長時間の空ぶかしはしないでく

ださい。コンバーターが過熱し、

火災にいたるおそれがあります。

注 意

●燃料は必ず無鉛ガソリンをご使

用ください。有鉛ガソリンは触

媒を損傷することがあります。

●燃料は早めに補給してください。

●エンジン不調のときは運転を中

止して、故障個所を直ちに修理

してください。

●エンジンの回転中に点火プラグ

コードを抜かないでください。

●押しがけはしないでください。

●故障等でイグニッションを点検

するときはインジェクターのコ

ネクターを外してください。



第 7 章　手入れ・メンテナンス

手入れ ……………………………………………………………1

点検 ………………………………………………………………3

電球の交換 ………………………………………………………8

ヒューズの交換 ………………………………………………12

メンテナンスデータ …………………………………………16

Chapter 7



手入れ

自動車が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あた

えます。長期間にわたってプジョー

206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。

外装のお手入れ

●洗車機での洗浄

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

おすすめします。

●手洗い

まずホースでたくさん水をかけて

ほこりを落としてください。次に

スポンジやセーム皮などの柔らか

いものを使用して車体の上から下

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。汚れがひどいときはカーシャ

ンプーなどを使用してください。

●ワックス

塗装面の水のはじきが悪くなった

らワックスがけを行ってください。

ワックスは洗車後、塗装面の温度が

冷えているとき（体温以下）に行っ

てください。温かいときにワック

スがけを行うとしみなどの原因に

なります。

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

摩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。水につけてかたくしぼった

布で表面を拭きます。そのあとで

やわらかい清潔な布で空拭きをし

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。

●樹脂部品（メーターパネル、ドア

トリムパッド、ヘッドライニング）

温かい石けん液またはメチルアル

コールを含ませ、よくしぼったや

わらかい布で拭きます。

硬いブラシやたわしなどを使用す

るとキズが付くことがあります。

手入れ7-1

注 意

車両の下回りを洗浄するときはケガ

をしないように注意してください。



●シートベルト

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そうじし

ます。金属部分に水が付かないよ

うにしてください。

●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

取り外して車外で十分にほこりや

砂を落とし内装用洗剤で洗ってく

ださい。

●リアガラスの手入れ

リアガラスの内側を清掃するとき

はガラスクリーナーなどを使用し

ないでください。柔らかい布など

で横方向に拭いてください。

●エアコンディショナーの点検

少なくとも年に1回点検を受けて

ください。

車を長期間使用しないとき

保管中の故障を防ぐため以下の保守

を行うようにしてください。

保管前に

●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％ぐらい高くしてく

ださい。

●バッテリー上がりを防ぐためにバッ

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。

保管中に

●1カ月に1回程度バッテリーを接

続してエンジンを始動し、数分～

数十分間バッテリーを充電してく

ださい。
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注 意

灯油、シンナーなどの有機溶剤や芳

香剤などが付着したときはすぐに

拭きとってください。ヒビわれな

どの原因となることがあります。



パワーステアリングフルードタンク

ウィンドウウォッシャー液タンク

冷却水タンク

ブレーキフルードタンク

バッテリー

エアフィルター

エンジンオイルレベルゲージ

エンジンオイル注入口

点検7-3
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7
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3 4

5

6
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7

8

3 4

5

6

2.0リッターエンジン 2.0リッターエンジン（206RC）



パワーステアリングフルードタンク

ウィンドウウォッシャー液タンク

冷却水タンク

ブレーキフルードタンク

バッテリー

エアフィルター

エンジンオイルレベルゲージ

エンジンオイル注入口

7-4
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1.6リッターエンジン 1.4リッターエンジン



点検7-5

エンジンオイルの点検

エンジンオイルの点検は水平な場所

でエンジンを停止してから5分以上

たってからおこないます。オイルレ

ベルゲージを抜き、レベルゲージを

きれいに拭いて再び挿し込んでレベ

ルゲージに付着したオイルで油量を

点検します。

オイルレベルゲージ：

オイルレベルゲージには2ヶ所にマー

クがあります。

：上限

このマークより上まで

入っているときは入り

すぎです。エンジンの

不具合の原因となるこ

とがあります。マーク

以下になるまでオイル

を抜き取ってください。

：下限

このマークと上限 の間にあれば適

量です。マークより下のときはオイ

ルを補充します。

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。

知 識
平均的なオイル消費量はならし運転

後1,000kmの走行で0.5リットル以

内であれば正常です。

オイルの消費量が急に増えたり、汚れ

がひどいときはプジョーディーラー

で点検を受けてください。

オイル交換：

1年または20,000km走行ごとに交

換します。

市街地や山岳地の走行が多い場合に

はオイル交換を早めに実施してくだ

さい。この交換間隔は化学合成オイル

（粘度：10W－40または5W－40）

を使用したときです。化学合成でな

いオイルを使用しているときはAPI

SH/SJ（ACEA A3-96）以上のグ

レードのオイルを使用して交換間隔

を短くしてください。

警 告

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スイッチがオフ

になっていてもファンが回転して思

わぬけがをすることがあります。

注 意

エンジンオイルに添加剤などを入

れないでください。
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オイル容量：

2リッターエンジン…4.3リットル

2リッターエンジン（206RC）

…5.3リットル

1.6リッターエンジン…3.2リットル

1.4リッターエンジン…3.2リットル

オイルフィルターの交換

1年または20,000km走行ごとのオ

イル交換時にフィルターも交換します。

プジョー純正オイルフィルターをご

使用ください。

オートマチックトランス

ミッションフルード（ATF）/

マニュアルトランスミッションオイル

60,000Km走行ごとにプジョー

ディーラーで油量の点検を受けてく

ださい。

ブレーキフルードの点検

ブレーキフルードの液がタンクの

MAX付近にあるか点検します。

ブレーキフルードは時間の経過とと

もに吸湿して劣化します。

2年または60,000kmごとに交換し

てください。

冷却水の点検

点検は冷却水が冷えているときに行っ

てください。冷却水タンクのキャップ

を外して中の冷却水を点検し、MAX

付近にないときは冷却水を補給しま

す。冷却水の減りかたが著しいとき

はプジョーディーラーで点検を受け

てください。

冷却水の混合割合は車両を使用する

地域の最低温度に応じた濃度にして

ください。通常はクーラントの割合

が30％（凍結温度およそ－15度）、

寒冷地では50％（凍結温度およそ－

35度）で使用します。プジョー純正

クーラントを使用してください。

パワーステアリングフルードの点検

エンジンが冷えているときにフルー

ドがタンクのMINとMAXの間にあれ

ば正常です。それより少ないときは

プジョーディーラーで点検し補給し

てください。

警 告

冷却水の温度が高いときにラジエ

ターキャップを外すと蒸気や熱湯

がふき出してやけどをする危険が

あります。エンジンを停止してすぐ

にキャップを開けないでください。

注 意

環境汚染防止のため、使用済みの

エンジンオイル、ブレーキフルー

ド、クーラントなどは絶対に地面

や下水に廃棄しないでください。



点検、電球の交換7-7

ウォッシャー液の点検

容量：3.5リッター（ヘッドランプ

ウォッシャー＊付きは6.5リッター）

バッテリーの点検

バッテリー液のレベルが低いときは

補充をする必要があります。お近

くのプジョーディーラーにご依頼

ください。

エアフィルターの点検

2年または40,000km走行ごとに交

換します。

市街地走行が多い場合は早めに交換

してください。

花粉フィルター＊は6ケ月をめどに

交換してください。

ブレーキパッドの点検

運転状況によってパッドの摩耗の度

合いが違います。市街地での走行が

多く走行距離も多いときはプジョー

ディーラーで点検を受けてください。

＊仕様により異なります。

注 意

パ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。

注 意

フィルターが目詰まりするとエン

ジンの性能が悪化するばかりでは

なく燃料消費も多くなります。ほ

こりの多い環境や市街地での走行

が多い場合には早めに交換してく

ださい。
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電球の交換

ヘッドランプ
2灯式ヘッドランプ（Ｈ4 12Ｖ60／55Ｗ）：

1.コネクターを外します。

2.ヘッドランプ後部のゴムカバーを取り外します。

3.固定スプリングの2ケ所のフックを指で押しながら横に

ずらして外し電球 を外します。

4.3ケ所のノッチを合わせて電球を差し込み、スプリング

で固定します。

5.ゴムカバーとコネクターを取り付けます。

注）右側のヘッドランプの電球を交換するときには、ウィンドウウォッシャータンクの注入口を外してください。

ポジションランプ（12Ｖ　5Ｗ）：

1.ソケットのコネクター を1／4回転させて取り外します。

2.電球を交換します。

4灯式ヘッドランプ（Ｈ7 12Ｖ55Ｗ）：

1.タブ を上に引いてカバーを外します。

2.コネクターを外します。

3.固定スプリングのフックを指で押しながら横にずらし

て外し電球を外します。

4.ノッチを合わせて電球を差し込み、スプリングで固定

します。

5.コネクターとカバーを取り付けます。



電球の交換7-9

フロント方向指示灯（12Ｖ　21Ｗ）

1.ソケットのコネクター を1／4

回転させて取り外します。

2.電球を交換します。

サイド方向指示灯（12Ｖ　5Ｗ）

1.ランプ全体を前後に動かしながら

押し出して外します。

2.ソケットを保持して透明カバーを

1／4回転して外します。

3.電球を交換します。

注 意

●ヘッドランプの周囲に図のよう

な（UV）警告ラベルやマークが

ある場合、電球はかならずプジ

ョー純正品か下記の製造メーカ

ーの物を使用してください。（紫

外線によるレンズの変色防止コ

ーティングがされています。）

─TONGSRAM ─OSRAM

─PHILIPS ─NORMA

くわしくは、プジョーディーラ

ーにお問い合わせください。

●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、粗い布などで強くこす

らないでください。
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テールランプ

1.方向指示灯（12Ｖ　21Ｗ）

2.後退灯（12Ｖ　21Ｗ）

3.ストップランプ／ポジションランプ

（12Ｖ　21／5Ｗ）

ハッチバック：

1.ラゲッジルーム内のトリムを外し、

スクリューを取り外します。

2.ランプユニットを取り外します。

3.配線コネクターのロック を押し

ながらランプユニットからコネク

ターを引き抜きます。

4.スポンジを取り外します。

5.タブ を内側に押しながら、バルブ

ホルダーを外しバルブを交換します。

6.取り付けるときはバルブホルダー

とランプユニットが正しく取り付

けられていることを確認してくだ

さい。

ＳＷ：

1.ラゲッジルーム内内張りの一番上

のクリップを外します。

2.2本のスクリューを外します。

3.ランプユニットを外します。

4.タブ をずらし、バルブホルダー

を外してバルブを交換します。

5.取り外しの逆の順序で取り付けま
す。ラゲッジルーム内張りを取り付
けるときは下のクリップから取り付
けます。

知 識
スクリューが固くて緩まないときはホイールレンチを
使用してください。締めるときは指だけで締めます。

注 意

電球は必ず同じ規格と色の電球と

交換してください。



電球の交換、ヒューズの交換7-11

ハイマウントストップランプ

ハッチバック：

1.スパナ（10ｍｍ）で2個のナッ

ト を取り外します。

2.ランプ全体を取り外します。

3.ロックタブ を押しながらホルダ

ーを外します。

4.電球（12Ｖ　5Ｗ）を交換します。

ＳＷ：

光源は発光ダイオードです。不具合の

際はプジョーディーラーにご相談くだ

さい。

リアフォグランプ

1.左右に動かしながらランプ全体を

取り外します。

2.ソケットのコネクターを1／4回転

させて、取り外します。

3.電球を交換します。

番号灯（12Ｖ　5Ｗ）

透明なプラスチックカバーを外して

電球を交換します。

フロントフォグランプ＊

1.フラップを押し込んで開きます

（フラップのない車では、タイヤハ

ウスカバーを取り外します）。

2.カバーを回して取り外します。

3.電球の接続を外します。

4.固定クリップを外して電球（Ｈ1

12Ｖ 55Ｗ）を交換します。
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ヒューズの交換

ヒューズボックスは、ダッシュボード下部とエンジンルームの2ケ所にあります。

ヒューズボックス内のヒューズ取り外し工具（オレンジ色）を使用してヒュー

ズを交換します。ヒューズは容量によって色分けされています。交換するとき

は必ず同じ容量のヒューズと交換してください。

ヒューズボックス

＊モデル及び仕様により異なります。

位置 容量 機　能＊

1

4

5

6

15A

20A

15A

10A

ホーン

マルチファンクション
ディスプレイ、ラゲッ
ジルームランプ、オー
ディオ

オートマチックトラン
スミッション,診断装置

冷却水レベル、オーデ
ィオ、オートマチック
トランスミッション

正　常 不　良

室内のヒューズ

ダッシュボードの右下にあります。

スクリューをコインなどで1／4回転

回してカバーを外します。



ヒューズの交換7-13

位置 容量 機　　能＊

9

10

11

12

14

15

16

20

21

22

S1

30A

40A

15A

30A

10A

15A

30A

10A

15A

30A

リアパワーウィンドウ

7 15A アラーム

リアウィンドウデフォッガー

リアウィンドウワイパー

フロントパワーウィンドウ、サンルーフ

エンジンヒューズ、エアバッグ、ステアリングホイールコントロール、 雨滴センサー

メーターパネル、マルチファンクションディスプレイ、エアコンディショナー、オーディオ

ドアロック

右ブレーキランプ

フロントルームランプ、マップランプ、グローブボックスランプ、シガーライター

ＰＡＲＣシャント

左ブレーキランプ、ハイマウントストップランプ

＊モデル及び仕様により装備が異なるため、ヒューズが取り付けられていない場合があります。
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7

4

5

位置 容量 機　　能＊

ヒューズボックス（エンジンルーム）

バッテリー横のカバーを外すとヒ
ューズボックスがあります。
このヒューズボックスの下にはメ
インヒューズボックスがありま
す。メインヒューズボックス内の
ヒューズの交換が必要なときはプ
ジョーディーラーで交換してくだ
さい。

位置 容量 機　能

1

2

3

4

5

6

7

8

20A

60A

30A

70A

70A

30A

冷却ファン

ＡＢＳポンプ

ＡＢＳソレノイド

システムインターフェース

システムインターフェース

イグニッションスイッチ

＊モデル及び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。

メインヒューズ

上段

1

2

3

10A

15A

10A

10A

後退灯スイッチ、車速センサー

キャニスターソレノイドバルブ、燃料ポンプ

ＡＢＳコントロールユニット
エンジンコントロールユニット、
オートマチックトランスミッションコントロールユニット

＊モデル及び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。

仕様により、エンジンルーム内のヒューズの配置が異なっ
ている場合があります。それぞれの番号と機能は同一です。



上段

ヒューズの交換、メンテナンスデータ7-15

17

18

30A

40A

フロントワイパー

エアコンディショナー

位置 容量 機　　能＊

O2センサー、排気ガス再循環バルブ、インジェクター

イグニッションコイル

8

9

10

11

12

13

14

15

20A

15A

15A

10A

10A

15A

10A

30A

冷却ファンリレー、エンジンコントロールユニット

左ロービームヘッドランプ

右ロービームヘッドランプ

左ハイビームヘッドランプ

右ハイビームヘッドランプ

ホーン

ウィンドウウォッシャーポンプ

＊モデル及び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。

注 意

●ヒューズのかわりに針金などを

代用しないでください。火災な

どの原因となることがありま

す。ヒューズを取り替えてもすぐ

に切れてしまうときはプジョー

ディーラーで点検を受けてくだ

さい。

●アクセサリーの取り付け、不適切

な取り付け方法、配線の加工な

どは、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。アクセサリーや電装

品の取り付けはプジョーディー

ラーにご相談ください。

●エンジンルームの30A以上の大

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

ディーラーにご相談ください。

30A16 エアポンプリレー
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メンテナンスデータ

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

クーラント：

PROCOR TM 108

GLYSANTIN G33

REVKOGEL 2000

パワーステアリングフルード：

TOTAL FLUID AT42

推奨交換時期

●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場合です。化学合成

ベースのオイルが手に入らない場合はAPI SH／SJ（ACEA A3－96）以

上のグレードを使用し、交換間隔を短くしてください。

●使用燃料について

燃料はオクタン価が95（リサーチ法）以上の無鉛プレミアム（ハイオク）ガソリ

ンを使用してください。

粗悪なガソリンや有鉛ガソリン、アルコール含有燃料等を使用すると、エン

ジンや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 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

フュエルフィルター 3年または40,000kmごと

ブレーキ液 2年または60,000kmごと

冷却水 5年または120,000kmごと

エアフィルターエレメント 2年又は40,000kmごと

スパークプラグ 2年又は40,000kmごと

タイミングベルト 4年又は80,000kmごと



1.4リッター

←

6.0リットル

←

←

メンテナンスデータ
テクニカルデータ(基準値)

容量

エンジン

エンジンオイル

冷却水

燃料

1.6リッター

3.2リットル

6.2リットル

10.2リットル

←

2リッター

4.3リットル

7.8リットル

ー

50リットル

2リッター（RC）

5.3リットル

←

ー

←

メンテナンスデータ7-17

点火プラグギャップ 0.8mm

ブレーキペダルの遊び 5～20mm 

ブレーキペダルの床との隙間 踏力40kgで踏み込んだ時の
床板とのすき間50mm以上

パーキングブレーキの引きしろ 操作力20kgのときの引きしろ
3～6ノッチ

パーキングブレーキのストローク 10ノッチ

クラッチペダルの遊び 10～20mm

クラッチペダルと床とのすき間 25mm以上

マニュアルトランスミッション車

オートマチックトランスミッション車



7-18

車台番号

車台番号

フロントガラス下部を通して製造

番号が表示されています。

タイヤ仕様、車体塗色コード

運転席ドア開口部にタイヤサイ

ズ、空気圧、車体色などを記載

したラベルが貼り付けられてい

ます。

識別表示

認証プレート

エンジンルーム内にメーカーの

認証プレートが取り付けられて

います。

1：EU認証番号

2：車台番号(VIN)

3：最大総車両重量(GVW)

4：総負荷重量(GTW)

5：最大前輪車軸負荷

6：最大後輪車軸負荷

＊モデルにより取り付け位置が異なります。

ハッチバック SW





第 8 章　もしものとき

故障などのとき …………………………………………………1

オーバーヒートしたとき ………………………………………2

バッテリーが上がったとき ……………………………………3

タイヤの交換 ……………………………………………………4

パンク修理 ………………………………………………………7

けん引するとき …………………………………………………8

マルチファンクションディスプレイの主なメッセージ ……9

Chapter 8



故障などのとき、オーバーヒートしたとき8-1

故障などのとき
故障したときは

●ただちに安全な場所に停車して非

常点滅灯を点滅させます。

●車の後方に停止表示板か停止表示

灯を置いてください(法的にも義務

づけられています)。

●必要に応じて発炎筒を使います。

●後続車の追突等のおそれがあると

きは車内の乗員を安全な場所に避

難させてください。

路上で動けなくなったときは

●同乗者や付近の人に応援を求め、安

全な場所に車を移動してください。

踏切内で動けなくなったときは

同乗者や付近の人に応援を求め、安

全な場所に車を移動してください。

車を移動できないときは乗員を安全

な場所へ避難させ、踏切の警報機の

非常ボタンを押して故障車があるこ

とを知らせます。

事故が起きたとき

以下の処置をとってください。

１．他の交通の妨げにならないよう

な安全な場所に車を移動してエ

ンジンを止めてください。

２．負傷者がいるときは救急車の出

動を要請すると共に、負傷者の

救護をします。

３．相手側の氏名や住所、電話番号

などを確認します。

４．警察と車の販売店、保険会社に

連絡をします。

スタックしたとき

タイヤがぬかるみ、砂地、雪などに埋

もれてしまい、アクセルを踏んでも駆

動輪が空転して動けなくなった状態を

「スタック」といいます。

●スタックから脱出するときは、次の

方法を試みてください。

・タイヤの前後にある土や雪などを取

り除く。

・タイヤの下に木や石などを敷いてみる。

●脱出を試みるときは以下のことに注

意してください。

・周囲の安全を確認してください。脱

出した勢いでものを損傷させたり事

故を起こすおそれがあります。

・タイヤを高速で回転させないでくだ

さい。タイヤの破裂や火災が発生す

る危険があります。またトランスミ

ッション等が異常過熱して、思わぬ

事故につながるおそれがあります。

●脱出のために、前進・後退を繰り返

すときは、駆動系の部品に損傷を与

えるおそれがあるので次のことに注

意してください。

・シフトレバーをDまたはRに確実に入

れてから、アクセルペダルを踏みます。

・シフトレバーの操作中は絶対にアクセ

ルペダルを踏まないでください。

・過度の空ぶかしやタイヤの空転はさ

せないでください。

・タイヤが過度に空転したときは、エ

ンジンの回転が低くなってからブレ

ーキを踏んでください。



ボンネットから蒸気が出ていな

いときは、ボンネットを開けて

エンジンをかけたままにします。

エンジン冷却用ファンが回って

いないときは、直ちにエンジン

を止めてプジョーディーラーに

連絡してください。

３．エンジンが十分に冷えてから冷

却水の量、水漏れなどがないか

点検します。

４．冷却水がないときは補給します。

５．早めにプジョーディーラーで点

検を受けてください。

8-2

警 告

オーバーヒートのときは下記のこ

とに気を付けてください。

・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。直ちに安全なところに

車を止め、エンジンを止めて車

から降りてください。

注 意

エンジンが熱いときに冷却水を入

れないでください。急に冷たい水

を入れるとエンジンが損傷する場

合があります。

●何度か脱出を試みても脱出できない

ときは脱出するのを中止してくださ

い。また車のサスペンションなどに

ロープをかけてけん引すると部品を

損傷するおそれがあります。無理を

せずにプジョーディーラーや専門の

業者などに依頼してください。

オーバーヒートしたとき
下記のような状態がオーバーヒート

です。

●冷却水温度計の針がレッドゾーン

に入って「STOP警告灯」が点灯し、

エンジンの出力が急に低下したとき。

●ボンネット（エンジンルーム）か

ら蒸気が出ているとき。

オーバーヒート時の処置：

１．車を安全な場所に停車してエア

コンをOFFにします。

２．ボンネットから蒸気が出ていると

きはエンジンを止め、蒸気が出な

くなるまでエンジンを冷却します。



バッテリーが上がったとき、タイヤの交換8-3

バッテリーが上がったとき

スターターが回らなかったり、回って

も回転が弱くエンジンがかからない

ときやランプが暗い、あるいは点灯し

ないときはバッテリー上がりです。

バッテリーが上がってしまったとき

は、他の車のバッテリーをブースター

ケーブルで接続してエンジンを始動

することができます。

充電が必要なときは、プジョーディー

ラーにお申しつけください。

ブースターケーブルの接続方法：

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。

エンジンルームにバッテリーが1個

搭載されています。

１．エンジンルームの樹脂カバーを

外します。

２．赤色のケーブルの一端を自車の

バッテリーの ターミナルに接

続します。

３．赤色のもう一方を他車のバッテ

リーの ターミナルに接続します。

４．黒色のケーブルの一端を他車の

バッテリーの ターミナルに接

続します。

５．黒色のもう一方を自車のバッテリー

から離れた金属部分に接続します。

６．他車のエンジンを始動して回転

を少し高めにしながら、自車の

エンジンを始動します。

７．ケーブルを接続とは逆の順序で

外します。

－

＋

＋

警 告

●ブースターケーブルを接続する

ときに と 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。近くに火気を近づ

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。皮膚にバッテリー液

がかかった場合は大量の水で洗

い流してください。

●エンジン回転中はバッテリーの

端子を外さないでください。

●充電するときは車体とバッテリー

の接続を外してください。

●バッテリー端子を外した後エン

ジンを始動するときは、電子装

置の初期化のためイグニッショ

ンをオンにしてから10秒間待っ

て始動してください。

－ ＋ 



ジャッキの格納場所

ジャッキが入った箱②はスペアタイ

ヤの内側にあります。206RCはラ

ゲッジルームにあります。

8-4

注 意

●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

およばします。

タイヤの交換

スペアタイヤは、ラゲッジルーム下

（車外）に 装 備 さ れ て い ま す

（206RCを除く）。

スペアタイヤの取り外し：

１．テールゲートを開けます。

２．ホイールレンチ を取り外し

ます。

ホイールレンチの格納場所

・ハッチバック、206RC：ラゲッ

ジルームのリアパネルの内側

・SW：ラゲッジルーム右側のパネ

ルの中

３．ホイールレンチでスペアタイヤ

を固定しているキャリアのボル

トを緩めます。

４．キャリアを引き上げてフックを

後方に外し、スペアタイヤを外

します。



タイヤの交換8-5

＊仕様により異なります。

ジャッキアップをするとき：

１． 平ら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ます。

３． シフトレバーをP（パーキング）の

位置に入れてエンジンを止めます。

４． 取り外すタイヤと対角位置のタ

イヤに輪止めをします。

５． ホイールキャップ装着車＊はホ

イールレンチでホイールキャッ

プを外します。アルミホイール

装着車は専用工具でボルトカバ

ーまたは盗難防止ボルト用キャ

ップを外します。

６． 取り外すタイヤに近いジャッキ

アップポイント の下にジャッ

キを置いてジャッキがジャッキ

A

A
専用工具
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警 告

●ジャッキアップをするときは必

ず輪止めを使用し、ジャッキアッ

プしているときは絶対に車の下

に入らないでください。ジャッ

キが外れると重大な傷害を受け

ることがあります。

●ホイールボルトのネジ部に注油

したり他のボルトを使用したり

しないでください。走行中にボ

ルトが緩みタイヤが外れるおそ

れがあります。

●装備し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。

他の車に使用したり他の車のも

のを使用しないでください。

アップポイントにあたるまで伸

ばします。位置を確認したら軽

くジャッキアップします。

７． ホイールレンチで、約1回転対

角線の順に緩めます（盗難防止

ボルト装着車＊では、ホイール

レンチとボルトの間に専用アダ

プターを使用します）。

８． タイヤが地面から少し離れるま

でジャッキアップします。

９． ボルトを外してホイールを取り

外します。

タイヤの取り付け：

１． タイヤを取り付け、ホイールボ

ルト（４本）を仮締めします。

２． ジャッキハンドルを左（反時計

方向）に回してタイヤが地面に

接するまで車を下ろします。

３． ボルトをレンチで締めつけます。

この際、スチール製スペアタイア

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。

４． ジャッキを外します。

５． ホイールカバー＊を取り付けま

す（スペースセーバータイヤ装

備車を除く）。

６． ジャッキを箱に入れてタイヤに

収納します。

７． タイヤサポート をスペアタイ

ヤ(スペースセーバータイヤ)に

取り付けます。

８． タイヤサポート の開口部を車の

前方に向けて、キャリアに乗せて

上に持ち上げてフックにかけます。

９． ホイールレンチを使用してキャ

リアのボルトを締めます。

１0．タイヤが確実に固定されている

ことを確認します。この際、タ

イヤが水平にフロアーに接して

いることを確認してください。

必要に応じてプジョーディーラ

ーで点検をしてください。

１1．ホイールレンチを元の場所に格

納します。

＊仕様により異なります。

知 識
2～3km走行したらホイールボルトを

再度締め付け、緩みがないことを確認

してください。



パンク修理（206RC）

206RCには、スペアタイヤは搭載

されていません。そのためパンク修

理剤がラゲッジルームの容器①に、

ジャッキが②に納められています。

付属の取扱説明書をよく読んでから

ご使用下さい。

修理の効果は、パンクの状態によっ

て異なります。修理後は走行速度を

80Km/h以下に抑えてください。

ご使用になった後や使用期限が切れ

たときには、必ず新品を補充してお

いてください。

修理剤注入時の注意

・パンクの原因となった異物を取り

除いてください。

・ホイールを回してバルブを時計の

針の10時か14時の位置にしてく

ださい。

・修理剤の容器を良く振ってくださ

い。冬期は手などで暖めてください。

・片方の手でバルブを支えて中心を

合わせながら修理剤を注入します。

・約1分間注入したらただちにゆっ

くり走行して修理剤をタイヤ内部

に行き渡らせます。

・走行後空気の漏れがないことを確

認してください。

パンク修理、けん引するとき8-7

警 告

●パンク修理剤はあくまでも応急

処置にすぎません。高速での走

行は避け、早めに最寄りのプジ

ョーディーラーやタイヤ専門店

で本修理かタイヤの交換をして

ください。

●パンク修理剤は高圧ガスを使用

しています。50度以上の高温

下にさらすと爆発するおそれが

あります。高温になる場所を避

けて必ず専用の容器で保存して

ください。

●タイヤを交換するとき、必ず指

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。
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吊り上げて（2輪が接地した状態で）

けん引する場合：

車輪を使用して吊り上げるようにして

ください。

注 意

けん引リングやボルト以外の場所

にけん引フックをかけないでくだ

さい。

オートマチック車をけん引すると

きは以下の点に注意してください。

・シフトレバーをNに入れてく

ださい。

・吊り上げてけん引するときは前

側を吊り上げてください。

・4輪接地でけん引するときは

50km以内の距離で、50Km/ｈ

以下の速度でセレクターレバー

をNにしてけん引してください。

この際、オートマチックトラン

スミッションにはATFを追加し

ないでください。

けん引するとき
4輪が接地した状態でけん引する場合：

けん引時はシフトレバーをニュートラ

ルにしてイグニッションスイッチをア

クセサリー位置にします。

前からのけん引：

フロントバンパーのリングにけん引フ

ックをかけてください。

後ろからのけん引（ハッチバック）：

リアバンパーのリングにけん引フック

をかけてください。

後ろからのけん引（SW）：

リアバンパーのカバーを外してけん引

ボルトを取り付けてください。けん引

用のボルトは工具と一緒に格納されて

います。

フロントバンパー

リアバンパー（ハッチバック）

リアバンパー（SW）



マルチファンクションディスプレイの主なメッセージ8-9

マルチファンクションディスプレイの主なメッセージ

表　　示 意　　味 対　　応

Air bag(s) faulty

ABS system faulty (または problem)

Anti-theft device faulty

Automatic gearbox faulty

Automatic lighting faulty

Automatic windscreen wiping active

Automatic windscreen wiping faulty

Brake system faulty または

Door open

Engine emission control system problem

エアバッグ故障

ABSシステム故障

イモビライザー故障

AT故障

オートライト故障

オートワイパー作動中

オートワイパー故障

ブレーキシステム故障

ドアオープン

排ガス制御システム
異常

フロントエアバッグシステムに異常があります｡

プジョーディーラーで点検を受けてください｡

プジョーディーラーで点検を受けてください｡

プジョーディーラーで点検を受けてください｡

システムの照度センサーに異常があります｡
プジョーディーラーで点検を受けてください｡

間欠作動に切り替わります｡ 
プジョーディーラーで点検を受けてください｡

システムの機能に異常があります｡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｡

ドアが完全に閉まっていません｡

システムに異常があります｡

Automatic lighting active オートライト作動中

Braking fault

Catalytic converter faulty または 点火系統または燃料噴射系統の故障です｡
走行を続けると触媒装置が損傷する場合があります｡
プジョーディーラーで点検を受けてください｡

Coolant level low または 水量不足 直ちに車を安全な場所に止めて、エンジンが冷え
るのを待ってから、冷却水を補充してください｡Top up coolant

Engine emission control system not functioning
排ガス制御システム
故障
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表　　示 意　　味 対　　応

handbrake on

Low battery charge

Low brake fluid level

Oil pressure low

Passenger air bag disarmed

Remote control battery low

Side airbag faulty

ハンドブレーキ使用中

充電不足

ブレーキ液量不足

油圧が低い

助手席エアバッグ作動解除
リモコン電池消耗

サイドエアバッグ故障

ブレーキがかかったままか、完全に解除されて
いません｡

以下の不具合が発生しています｡
・オルタネーターベルトが切れているか緩んでいる
・バッテリーのターミナルが緩んでいる
・オルタネーターや充電系統の故障
プジョーディーラーで点検を受けてください｡

ブレーキ液が不足しています｡ 

助手席エアバッグは作動しません｡

電池を交換してください｡

サイドまたはカーテンエアバッグの故障です｡
プジョーディーラーで点検を受けてください｡

ESP system failure ESPシステム故障 ESPシステムの故障です｡
プジョーディーラーで点検を受けてください｡

Fuel level low 残燃料少ない ガソリンを補給してください。

Faulty brake system または ブレーキシステム故障 ブレーキシステムに不具合が発生しています｡
ただちに停車して、プジョーディーラーで点検を
受けてください｡

Engine oil level low または

Top up engine oil

油量不足 直ちにエンジンを止め、オイル量を点検し
必要なら補給してください｡
プジョーディーラーで点検を受けてください｡

Brake system problem

エンジンオイルが不足しています｡ 
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この取扱説明書は，車両の新所有者が最良の状態で車両を使用し，
かつ維持できるように作成されています。

装備の解説は，このモデルの最上級仕様に基づいてなされています。

個々の車両においては，販売する国毎の仕様や要求によって，
掲載された装備のいくつかが備えられていないことがあります。

技術的データ，仕様，アクセサリーについては
後日，変更されることがあります。

オートモビル・プジョー社の文書による許可を受けていない，この取扱説明書の
一部または全部の複製や翻訳は，これを禁止します。
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