
・	リモコンを使用して解錠、施錠

A	：	折りたたまれたキーが出ます。

B	：	ドアが解錠されると共にトラン
クも同時に解錠されます。

D	：	ドアが施錠されると共にトラン
クも同時に施錠されます。

207CC 操作早わかり

各部の開閉のしかた

・	キーを使用して解錠、施錠

解錠	：	運転席側のドアにある鍵穴にキーを差し込み、左に回すと
解錠されます。

施錠	：	運転席側のドアにある鍵穴にキーを差し込み、右に回すと
施錠されます。

■ドアの開閉

■トランクの開閉

・	リモコンを使用する場合

	 リモコンの Cを押すとトランクが解
錠され、トランクが少し開きます。

・	リモコンを使用しない場合

	 1.	イグニッションをオンにします。

	 2.	集中ドアロックボタンを押します。

	 3.	トランクのハンドルを手前に持ち
上げて開きます。

■フュエルリッドの開閉

	 1.	フュエルリッドフラップ①を開
きます。

	 2.	キーをキャップのキー穴に差し
込み、左（反時計方向）に回しま
す。

	 3.	キャップ②をはずして、フラップ
の内側にかけます。

燃料タンクの容量は約 50リットルです。

■電動ルーフの開閉

・	ルーフを開閉する前に

	 平らな場所に停車してください（時速10km 以下の走行中も開閉
可能です）。

また、下記の項目を確認してください。
1．	リアフラップ①上に何もないことを確認します。
2．	ラゲッジカバー②を引き、フックに固定します。
3．	トランクに荷物を積む場合は、ラゲッジカバーを下から突き上げて
いないことを確認します。荷物はラゲッジネット③で固定します。

4．	トランクリッドを確実に閉めます。
5．	イグニッションをオンにします。
6．	ルーフの作動範囲内に障害となる物や人がないことを確認します。

ラゲッジカバー②を引かずにルーフの開閉を行おうとするとマル
チファンクションディスプレイに警告が表示されます。

・	ルーフを開ける ・	ルーフを閉める

センターコンソールのルーフ開閉スイッチを、ルーフが完全に開く
まで引き続けます。ルーフが完全に開くとアラーム音が鳴り、マルチ
ファンクションディスプレイに表示されます。この操作ではウィンド
ウが全て降下してトランクとヒンジカバーが開き、ルーフが折りたた
まれてトランクに格納されます。その後リアフラップが固定され、ト
ランクが閉まります。

センターコンソールのルーフ開閉スイッチを、ルーフが完全に閉まる
まで押し続けます。ルーフが完全に閉まるとアラーム音が鳴り、マル
チファンクションディスプレイに表示されます。この操作ではウィン
ドウが全て降下してトランクが開き、ルーフが展開して固定されま
す。その後、トランクが閉まります。

・	ルーフが完全に開いた後もルーフ開閉スイッチを引き続けると、
全てのウィンドウが再び上昇します。

・	ルーフが完全に閉じた後もルーフ開閉スイッチを押し続けると、
全てのウィンドウが再び上昇します。

・	ルーフの操作中はパワーウィンドウ操作スイッチは機能しません。

●ルーフの開閉操作をするときは、車の周囲、特に上方と後方に
障害物がないことを十分に確認してください。

●ルーフの開閉操作をするときは、手や身体が可動部に触れな
いようにご注意ください。

●ルーフの開閉操作をするときは、危険なことが無い限り、開閉
操作が完了するまでルーフ開閉スイッチから手を離さないよう
にしてください。

●ルーフの開閉操作をしているときに何か危険を感じたら、ルー
フ開閉スイッチから直ちに手を離してください。開閉動作はす
ぐに停止します。危険がないことを確認したら、再びルーフ開
閉スイッチを操作し、開閉操作を完了してください。

●バッテリー保護のため、エンジン停止中は2回しかルーフの開
閉操作を行うことができません。

●外気温が、－15度以下では、電動ルーフの開閉は行わないで
ください。

プジョー・コール
（9：00 〜21：00　年中無休）

	0120–840–240

電動ルーフが作動しない時は上記項目を確認してください。

■パワーウィンドウの開閉

①：運転席側ウィンドウ開閉スイッチ
②：助手席側ウィンドウ開閉スイッチ

マニュアルウィンドウ開閉
スイッチを軽く押したり引いている間
だけウィンドウが開閉します。

ワンタッチオープン *
スイッチを1回強く押すと手を離して
も、ウィンドウは完全に開きます。

③：オールウィンドウ開閉スイッチ
スイッチひとつでフロントとリアの
ウィンドウが連続して開閉します。

■電動ドアミラー

・	ドアミラーの調整

	 1.	スイッチ C を、調整するドアミ
ラー側（A）に動かします。

	 2.	スイッチ Bで角度を調整します。

・	ドアミラーの展開と格納

	 スイッチ Cを中央にして、Dの方向
に引きます。

* 仕様により異なります。



走行可能距離
タンク内に残っている燃料で、あとどのくらい走行できるかを
表示します。過去数キロに消費された燃料の情報をもとに、今

後も同じ割合で燃料が消費されるものと想定して表示します。走行可
能距離が30Km以下になると、距離の表示はされません。燃料の補給
後は、数値が100Km以上になると再度表示されます。

瞬間燃料消費量
過去数秒間の燃料消費量を表示します。ただし、車の速度
が時速 30Km 以上の時のみ作動し、表示します。

目的地までの距離
あらかじめマルチファンクションディスプレイで入力した目
的地までの距離から現在までの走行距離を引いた、残りの
距離が表示されます。

ルートの選択
ワイパーレバー先端のスイッチを押すことにより、2 つの
ルート（Route1/Route2）の情報を切り替えて表示しま
す。例えば、ルート1を月間の走行の平均に、ルート2を旅
行用に、と使い分けます。

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

平均燃料消費量
コンピューターをリセットしてから現在までの平均燃料消
費量を表示します。

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

　ライトスイッチ

　ワイパースイッチ

　チルトステアリング 　メーターパネル 　マルチファンクションディスプレイ 　左右独立式オートエアコン

リングＡ

すべてのライトが消灯します。

オートライト*が機能します。

ポジションランプおよび
テールランプが点灯します。

ロービームが点灯します。ハ
イビームに切り換える場合
はスイッチレバーを手前に引
きます。

リング B

フロントフォグランプ、リア
フォグランプが点灯します。

レバーA　フロントワイパー

２　高速作動

１　通常作動

Ⅰ　間欠作動

０　停止

↓　1回作動（下側に押す）

＞　ウォッシャー（手前に引く）

	 1.	チルトステアリングのロックを解
除します。

	 2.	ステアリングの高さ、奥行きを調
整します。

	 3.	チルトステアリングをロックします。

	 1.	タコメーター
	 2.	燃料計
	 3.	冷却水温度計
	 4.	スピードメーター
	 5.	油温計 *
	 6.	ディスプレイ

	 7.	リセットボタン
	 8.	メーターパネル照度調整

ボタン
	 9.	オートマチックシフトイン

ジケーター*

	 A:	クルーズコントロール／スピード
リミッター表示 *

	 B:	トリップメーター

	 C:	サービスインジケーター／油量
／オドメーター

　コントロールパネル

	 A:	ESP	OFF ボタン *
	 	 ESP の機能を OFF にします。

	 B:	バックソナーキャンセルボタン *
	 	 バックソナーをキャンセルします。

	 C:	集中ドアロックボタン
	 	 ドアの施錠／解錠を行います。

　シートベルト着用警告

イグニッションをオンにすると、バーが
点灯してシートベルトの着用状況を
表示します。

	 A:	助手席側シートベルト警告灯

	 B:	運転席側シートベルト警告灯

	 C:	後席左側シートベルト警告灯

	 D:	後席右側シートベルト警告灯

マルチファンクションディスプ
レイはダッシュボードの上に取
り付けられ、外気温や車の設定、
設定状況、警告メッセージなど
の表示をします。操作はセンター
コンソールに取り付けられてい
るマルチファンクションコント
ロールで行い、表示項目は次の
ようになります。

	 ・	時間
	 ・	日付
	 ・	外気温度（氷結のおそれが
あるときは点滅します）

選択ツマミ：	ツマミを回して選
択し、頭部を押して
確定します。

MENU：	トップ画面を表示します。

MODE：	画面表示を切り替えます。
	 トリップコンピュー

ターを常時表示します。

ESC：	ひとつ前に戻ります。

・	操作方法 ・	トップ画面

MENUボタンを押すとこの画
面になります。
このメニューから機能を選択しま
す。ツマミを回して希望する機能を
選び、ツマミを押して確定します。

カスタマイズ（各種機能の設定）
ヘッドランプやリアワイ
パーの設定をします。
また、画面の明るさや

時計・単位・言語を設定します。

トリップコンピューター
目的地までの距離の設
定や警告メッセージ、
車の設定状況の呼び出

しができます。
表示メッセージは取扱説
明書5-13をご覧ください。

■トリップコンピューター

タブ

走行可能距離 ○

瞬間燃費 ○

平均速度 ○ ○

平均燃費 ○ ○

走行距離 ○ ○

目的地までの距離 ○

①：オート設定ボタン
吹き出し口や風量を、
一定の温度になるよ
うにコントロールし
ます。

②：運転席の温度設定ツマミ
ツマミを回して希望
の温度に合わせます。

③：助手席の温度設定ツマミ
ツマミを回して希望
の温度に合わせます。

④：視界確保モードボタン
フロントウィンドウの
曇りを取り除きます。

⑤：エアコンON／OFF ボタン

⑥：室内送風切換えボタン
吹き出し口が切り替
わります。

⑦：風量調整／空調オフボタン
大のボタンを押すと、
風量が大きくなり、小
のボタンを押すと小
さくなります。
最小にすると空調が
オフになります。

⑧：内／外気切換えボタン
一時的に外気導入を
止めるときにこのボ
タンを押します。

⑨：リアウィンドウデフォッガー
ボタン

リアウィンドウやドア
ミラーの曇りを取り
ます。
電動ルーフが開いて
いる場合は、この機
能は無効になります。

	 ・	ドア、トランクなどの開放
状況

	 ・	警告／状況メッセージ
	 ・	トリップコンピューター
	 ・	車のパラメーター（設定）

* 仕様により異なります。

　エアバッグキャンセルスイッチ

チャイルドシート装着時に、エアバッ
グの作動をキャンセルすることができ
ます。

	 ON：エアバッグが作動します。

	 OFF：エアバッグが作動しません。

（通常時はONに設定してください）


