
取 扱 説 明 書



ごあいさつ

このたびはプジョー3008をお買い上げ
いただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、プジョー3008の
取り扱いについて記載してあります。
ご使用になる前に本書をよくお読みにな
り、ご理解を深めるようお願い申し上げ
ます。
本書は車内に保管し、いつでも読み返
すことができるようにしてください。
車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をも
とに作成しております。

	 また、車の改良のために予告なく仕様
が変更されることがあります。

	 したがって、本書に掲載されている写
真、イラスト、仕様などの記載内容が
実際の車と異なることがありますの
で、あらかじめご了承ください。

・本書は、紙面の都合上、右ハンドル車
を例にとって説明しています。左ハン
ドル車では、イラストや写真が実際の
車と異なることがあります。

・本書は、3008シリーズで採用してい
る装備の使用方法を解説するもので、
個々の装備の装着の有無を保証する
ものではありません。
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はじめに

重要安全情報
この取扱説明書には、車を安全に取り扱うために必要な情報
が記載されています。
また、車を取り扱う上での危険性や注意点などについても説明
されており、それに伴う事故を避けるためのアドバイスも含ま
れています。これらの警告や注意を守らない場合には、死亡を
含む人的な傷害や車の破損などにつながる可能性があります。
危険に関する警告や注意は、車体各部に貼り付けた3種類の
警告ラベルで表示されています。さらに、本書は注意に関する
記載を、人身と物損に分けています。

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

指示に従わなかった場合、乗員や第三者が傷害を負うおそれ
があることを示しています。

指示に従わなかった場合、車を破損させるおそれがあること
を示しています。

取り扱い上で、重要な点や注意点、アドバイスなどを示して
います。

このマークが付いた指示に従わなかった場合、人身に関
わる（死亡や傷害の）おそれがあることを示しています。
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はじめに

車をご使用いただく前に

●消耗品、アクセサリーについて
プジョー3008に使用する消耗品やアクセサリー類は、プ
ジョーの純正部品をご使用ください。市販されている汎用の消
耗品やアクセサリー類のなかには、車の機器に適合しなかった
り正常な作動を妨げる可能性がある製品が含まれていることが
あります。プジョー車本来の安全性や耐久性を損わないために
も、純正の部品やアクセサリー類のご使用をお勧めします。

●改造について
プジョー3008の非合法な改造は、法に触れるだけでなく車の
安全性や耐久性を著しく損なうおそれがあります。また、車の
保証修理が受けられなくなることがあります。
この車の電気配線には、多重通信システムの制御信号が流れて
います。プジョー純正以外のナビゲーションシステムやラジオ
などのアクセサリー類の取り付けのために車の配線に加工や接
続をすると、エンジンやブレーキの制御に障害を与え、その結
果、機器の故障や事故にいたるおそれがあります。これらの取
り付けにあたっては、プジョーディーラーにご相談ください。
また、プジョーが供給していないアクセサリー類の取り付けや、
あるいはプジョーの指示に従わない装着方法によって発生し
た、車または機器の不具合もしくは事故等に関わる損害の補
償をいたしません。

●エコノミーモード
エンジンが停止してからも、オーディオ機器などへの電源供給
を最大30分間行います。電源が切れると、マルチファンクショ
ンディスプレイにEconomy mode activeメッセージが表示さ
れます。
引き続きアクセサリーを使用したいときは、エンジンを始動し
て数分間まわしてください。エンジンをかけていた時間が10
分以下のときは、約5分間アクセサリーを使用できます。エン
ジンをかけていた時間が10分以上のときは、約30分間アクセ
サリーが使用できます。
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はじめに

環境・リサイクルへの取り組み

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

●リサイクルへの取り組み
プジョーでは、自動車リサイクル法が制定される以前から環境
保護を行うためのリサイクルに関して対応してきております。
プジョー3008は、リサイクル可能な素材を車体の多くの部分
や部品に採用しています。
車の総重量のうち、90%は何らかの形でリサイクルすることが
可能です。
全てのプラスチック部品には、素材を表す記号がつけられてお
り、簡単に取りはずしや分解ができるように考慮されています。
そのほとんどは熱可塑型を使用していますので、熔解したり粉
砕して別の自動車部品として蘇らせることができます。
金属部品も同様に、100%の再利用が可能です。この中には
アルミニウムを始め、プラチナやロジウムといった貴重な金属
も含まれます。
なお、アスベストやカドミウムといった有害物質は、設計の段
階から使用を除外しています。

●環境への配慮
プジョーディーラーでの定期点検整備をきちんと行うことは、
環境保護と公害発散の防止につながります。
プジョーディーラーでは、交換済みのオイルや油脂類、損耗部
品などを正しく処理することによって環境保護のために貢献し
ています。
特にエアコンに使用されている冷媒ガス（フロン：HFC134a）
は、地球温暖化につながるため大気に放出してはなりません。
回収や破壊などの適正な処置をとるためにも、車を廃車にする
ときはプジョーディーラーにご相談ください。
環境保護は、たとえキーレスエントリーのリモコンの電池1個
であっても、お客様のご協力によって実践することができます。
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3008操作・使用方法早わかり

①：ワイパーコントロールレバー、トリッ
プコンピューター

②：オーディオリモコン*
③：ステアリングロック、イグニッション

キー
④：メーターパネル
⑤：ホーン、運転席エアバッグ
⑥：シフトレバー*
⑦：エレクトリックパーキングブレーキ
⑧：フロントセンターアームレスト
⑨：シガーライター
⑩：ブックホルダー
⑪：アラームボタン、フロント／バックソ

ナーキャンセルボタン、ESP	OFFボ
タン*

⑫：ヘッドランプ光軸調整*
⑬：電動ミラースイッチ、パワーウィンド

ウスイッチ、チャイルドセーフティボ
タン

⑭：サイドウィンドウ吹き出し口
⑮：フロントウィンドウ吹き出し口

*仕様により異なります。

本書のイラストは日本仕様ではないた
め、実車と異なることがあります。
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3008操作・使用方法早わかり

①：チルトステアリングレバー
②：クルーズコントロール／スピードリ

ミッター
③：ライトコントロールスイッチ、方向指

示器スイッチ
④：ダッシュボード中央吹き出し口
⑤：ヘッドアップディスプレイ
⑥：小物入れ*
⑦：助手席エアバッグ
⑧：ダッシュボード左右吹き出し口
⑨：グローブボックス、助手席エアバッ

グキャンセルスイッチ、ヒューズボッ
クス

⑩：小物入れ（ネット付き）*
⑪：カップホルダー
⑫：ボンネット解除レバー
⑬：コンソールハンドル
⑭：空調コントロールパネル
⑮：カーステレオ*
⑯：ヘッドアップディスプレイスイッチ、

ハザードスイッチ、ディスタンスア
ラートスイッチ、集中ドアロックス
イッチ

*仕様により異なります。

本書のイラストは日本仕様ではないた
め、実車と異なることがあります。
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3008操作・使用方法早わかり

●キー、リモコン（→P. 2-2）

鍵
ボタンAを押すと、鍵が出ます。鍵は折
りたたむことができます。

車の施錠
施錠ボタンを1回押すと、車
が施錠します。施錠ボタンを
続けて2回押すと、スーパード

アロックします。作動はハザードランプ
の点灯で知らせます。
車の解錠

解錠ボタンを押すと、車が解
錠します。作動はハザードラ
ンプの点滅で知らせます。

●エクステリアウェルカムランプ
　（→P. 4-16 ）

周囲が暗いときや夜間に車外でリモコン
の解錠ボタンを押すと、ヘッドランプな
どが点灯して乗車をサポートします。

●フュエルリッド（給油口）
　（→P. 2-14 ）

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60リットルです。
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3008操作・使用方法早わかり

ロアテールゲート

開けるとき
レバーCを右に操作して、ロアテールゲー
トDをゆっくり倒します。

閉めるとき
ロアテールゲートDをロックするまで確
実に起こします。

●2分割式テールゲート  
（→P. 2-12 ）

アッパーテールゲート

開けるとき
ドアロックを解除してから、ボタンAを
押して引き上げます。

閉めるとき
ハンドルBに手をかけて引き下げます。

アッパーテールゲートを閉める前に、
必ずロアテールゲートが確実にロック
されていることを確認してください。
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3008操作・使用方法早わかり

●チルトステアリング（→P. 3-3 ）

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。

●ルームミラーの調整（→P. 5-15）

1．昼夜切り換えレバー*または自動防眩
ミラー*

2．ミラーの角度を調整します。

●電動ドアミラー（→P. 5-14）

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。
3．スイッチCを中央の位置に戻します。

ドアミラーの格納
スイッチCを中央にして、後方に引きま
す。

*仕様により異なります。
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3008操作・使用方法早わかり

●フロントシートの調整 
（→P. 1-2 ）

シートの前後調整 シートの高さ調整 背もたれの角度調整
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3008操作・使用方法早わかり

●助手席エアバッグキャンセルス
イッチ（→P. 1-18）

1．イグニッションキーを差し込みます。
2．助手席に大人が乗車しているとき、

もしくは前向きチャイルドシートを
取り付けた場合、ＯＮにします。

	 後ろ向きにチャイルドシートを取り
付けた場合には必ずOFFにします。

3．そのままキーを抜きます。

●シートベルト／助手席エアバッグ 
警 告 ディスプ レ イ（ →P. 1-9、
1-18 ）

イグニッションをオンにすると警告灯が
点灯／消灯してシートベルトの着用状況
および助手席エアバッグの作動状況を表
示します。
A.	 シートベルト着用／非着用警告灯
B.	 助手席側シートベルト警告灯
C.	 運転席側シートベルト警告灯
D.	 後席右側シートベルト警告灯
E.	 後席中央シートベルト警告灯
F.	 後席左側シートベルト警告灯
G.	 助手席エアバッグOFF警告灯
H.	 助手席エアバッグON警告灯

●電気式チャイルドセーフティ
 （→P. 2-10）

チャイルドセーフティをオンにすると、車
内から後席ドアを開けられなくなり、後
席のパワーウィンドウスイッチによる操
作もできなくなります。

*仕様により異なります。
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3008操作・使用方法早わかり

●ライトスイッチ（→P. 4-13）

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
リアフォグランプのみ点灯／消
灯します。

フロントフォグランプ、リアフォ
グランプが点灯／消灯します。

●方向指示器（→P. 4-18 ）

ライトスイッチレバーを上下に動かしま
す。

車線変更などのとき、ライトスイッチレ
バーを1回軽く動かして離すと、動かし
た方の方向指示器が3回点滅します。

●ワイパー／ウォッシャー（→P. 4-19）

レバーA　フロントワイパー

AUTOモードにする
ワイパーレバーを下側に押します。

AUTOモードの解除
ワイパーレバーをInt以上にしてから戻す
とAUTOモードが解除されます。

リングB　リアワイパー
停止

間欠作動

ウォッシャー
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3008操作・使用方法早わかり

●メーターパネル（→P. 4-2）

A．イグニッションがオンになると、燃
料計の針が残量を表示します。

B．エンジンがかかると、燃料残量警告
灯が消灯します。（燃料不足の場合
を除く）

C．イグニッションがオンになるとオイ
ルの量が適正であることを示すOIL 
OKの表示が数秒間点灯します。

●コントロールパネル

A. 	アラームボタン（→P. 2-16 ）
	 内部検知アラームをキャンセルします。
B. 	フロント／バックソナーキャンセル

ボタン（→P. 3-29 ）
	 フロント／バックソナーをキャンセ

ルします。
C. 	ESP OFFボタン*（→P. 3-19 ）
	 ESPシステムを解除します。
D. 	チャイルドセーフティボタン*
 （→P. 2-10 ）
	 チャイルドセーフティをオン／オフしま

す。

E. 	ヘッドアップディスプレイスイッチ
 （→P. 3-20 ）
	 ヘッドアップディスプレイをオン／オ

フします。
F. 	ハザードランプスイッチ
 （→P. 4-18 ）
	 ハザードランプを作動します。
G. 	ディスタンスアラートスイッチ
 （→P. 3-22 ）
	 ディスタンスアラートをオン／オフ

します。
H. 	集中ドアロックスイッチ
 （→P. 2-8 ）
	 ドアを施錠／解錠します。

*仕様により異なります。
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3008操作・使用方法早わかり

●エレクトリックパーキングブレー
キ（→P. 3-8）

手動操作
エンジンの作動状態に関わらず、停車中
にパーキングブレーキスイッチAを手前
に引くと、パーキングブレーキがかかり
ます。

イグニッションがオンのとき、またはエ
ンジン作動中にブレーキペダルを踏みな
がら、パーキングブレーキスイッチAを
手前に引いて放すと、パーキングブレー
キが解除されます。

エンジンをかけたまま車を離れるると
きは、手動でパーキングブレーキをか
けてください。

 

自動作動
エンジンが停止すると自動的にパーキン
グブレーキがかかり、アクセルペダルを
踏んで発進すると自動的にパーキングブ
レーキが解除されます。

この表示灯が点灯しているとき
は、パーキングブレーキの操作
をすべて手動で行う必要があり

ます。

エレクトリックパーキングブレーキは、
お子さまでも簡単に解除できます。イ
グニッションをオンにしたままの状態
で、お子さまを車内に残して車を離れ
ないでください。

●ヒルスタートアシスタンス
 （→P. 3-14 ）

ブレーキペダルから足を離しても一定時
間（ブレーキペダルからアクセルペダルま
で足を移動する間）ブレーキがかかった
状態を維持して坂道発進を補助します。

この機能は以下の条件がすべてそろった
ときに作動します。
・坂道で車が完全に停止してブレーキペ
ダルが踏まれている。

・運転席ドアが閉まっている。

ヒルスタートアシスタンス作動中は、
車から離れないでください。
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●パワーウィンドウ
 （→P. 2-9 ）

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
③：後席右側ウィンドウ開閉スイッチ
④：後席左側ウィンドウ開閉スイッチ
⑤：チャイルドセーフティボタン

●ヘッドアップディスプレイ
 （→P. 3-20 ）

1．オン／オフスイッチ
2．照度調整
3．ディスプレイ角度調整

エンジンがかかっているときに操作するこ
とができます。

ヘッドアップディスプレイの調整は、
安全のため停車中に行ってください。

●ディスタンスアラート
 （→P. 3-22 ）

ディスタンスアラートは、時速70Km以
上で走行中に前方の車両との車間距離
を秒数で運転者に知らせることで安全な
車間距離をとるように促します。

1．オン／オフスイッチ
2．警告時間の設定
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●クルーズコントロール
　（→P. 3-24）

①：	スピードリミッター／クルーズコント
ロール切り替えスイッチ

②：	速度設定／設定速度の減少
③：	速度設定／設定速度の増加
④：	システムのオン／オフ

速度の設定およびシステムの作動は、4
速（MT車）、2速（AT車）以上で、時速
40Km以上のときに可能です。

●スピードリミッター
　（→P. 3-27）

①：	スピードリミッター／クルーズコント
ロール切り替えスイッチ

②：	設定速度の減少
③：	設定速度の増加
④：	システムのオン／オフ

エンジン運転時に設定してください。

●ディスプレイ
　（→P. 3-24）

クルーズコントロールとスピードリミッ
ターの機能はメーターパネルとヘッド
アップディスプレイに表示されます。

クルーズコントロール

スピードリミッター
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安　全　な　ド　ラ　イ　ブ　に　つ　い　て

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

　点検整備のお願い

点検整備を必ず実施してください

・車を安全に使用していただくため、お客様の責任において日常
点検と法定定期点検の実施が法律で義務づけられています。

	 点検内容については、別冊の「メンテナンスノート」をお読みく
ださい。

・日常点検を行い異常があるときは、プジョーディーラーで点検
を受けてください。

　走行する前の注意

燃えやすいものは積まないでください

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

運転席足元・運転席下にはものを置かないでください

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

荷物は確実に固定してください

・助手席や後席に荷物を積むと、急ブレーキのときなど荷物が放
り出されて乗員に当たり、思わぬケガをするおそれがあります。
荷物はできるだけラゲッジルームに積み、アクセサリー品（オプ
ション）のネットやベルトを使用して固定してください。

・荷物の積み重ねによる後方視界の妨げがないようにしてくださ
い。

ダッシュボードなどにものを取り付けたり、置かないでください

・ダッシュボードなどにものを置いたまま運転すると、視界の妨
げや移動して安全運転の妨げになり、思わぬ事故につながるお
それがあります。

・また、アクセサリー品を取り付けたり、シールを貼り付けると、
エアバッグ作動の妨げやエアバッグ作動時にアクセサリー品が
飛ばされて、思わぬケガや事故につながるおそれがあります。

ii



安　全　な　ド　ラ　イ　ブ　に　つ　い　て

　燃料補給時の注意

指定以外の燃料を使用しないでください

・燃料は無鉛プレミアム（無鉛ハイオク）ガソリンを給油してくだ
さい。

・有鉛ガソリンや粗悪なガソリン、指定以外の燃料（軽油、高濃
度アルコール含有燃料など）を給油すると、エンジンなどに悪
影響を与えますので使用しないでください。

燃料補給時には次のことをお守りください

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

1．エンジンは必ず止めて、ドアやウィンドウを閉めます。
	 タバコなどの火気は近付けないでください。
2．フュエルリッド、フュエルキャップを開けるなどの給油作業

を行う前に、車体や給油機などの金属部分に触れて身体の静
電気を除去してください。

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

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

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

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

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

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

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

8．その他、ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を守っ
てください。

　走行するときの注意

走行中はエンジンを止めたり、キーを抜いたりしないでくだ
さい

・走行中にエンジンを止めると、ブレーキ倍力装置やパワーステ
アリングが働きません。そのためにブレーキの効きが悪くなり、
ハンドル操作も重くなるために思わぬ事故につながるおそれが
あります。

・走行中にキーを抜くと、ハンドルがロックされてハンドル操作
ができなくなります。非常に危険なので、絶対に行わないでく
ださい。

iii



安　全　な　ド　ラ　イ　ブ　に　つ　い　て

長い下り坂ではエンジンブレーキ*を併用してください

・ブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキが過熱して効きが悪
くなるおそれがあります。坂の勾配に応じて、適切なレンジを
選択し、エンジンブレーキを併用してください。

*	エンジンブレーキ
走行中にアクセルペダルから足を離したときにかかるブレーキ

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

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

運転中にハンズフリー以外の自動車電話や携帯電話を使用
しないでください

・ハンズフリー以外の自動車電話や携帯電話を、運転中に操作
することは法律で禁止されています。

・ハンズフリーであっても注意力が散漫になり、事故の原因につ
ながるおそれがありますので、車を安全な場所に停車して使用
することをお勧めします。

カーナビゲーションシステム等の操作は停車時に行ってください

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

iv



安　全　な　ド　ラ　イ　ブ　に　つ　い　て

雨天の走行は次のことに注意してください

・濡れた路面では、タイヤのグリップが低下して滑りやすくなり
ます。通常より注意して安全運転に心がけ、急加速、急ブレーキ、
急激なエンジンブレーキ、急ハンドルを避けてください。

・わだちなどにできた水たまりに高速で進入すると、ハイドロプ
レーニング現象*を起こしてハンドル操作やブレーキが効かなく
なります。特に摩耗したタイヤは、ハイドロプレーニング現象
が起きやすいので注意してください。

*	ハイドロプレーニング現象
水たまりを高速で走行しているときに、タイヤと路面の間に水の膜
ができ、タイヤが浮いた状態になり、車がコントロールできなくなる
現象。

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

冠水した道路の走行は避けてください

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

霧で見えにくいときはフォグランプを併用してください

・霧で視界が悪いときは、昼間でもヘッドランプ（下向き）とフォ
グランプを点灯して、周囲の車や歩行者に車の存在を知らせて
ください。走行は、センターライン、ガードレール、前の車のテー
ルランプを目安にして十分な車間距離をとってください。

・オートライトシステム装着車は、周囲が明るい昼間はヘッドラ
ンプが点灯しません。手動で点灯してください。
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雪が降っているときの滑りやすい路面に注意してください

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

横風が強いときに走行が乱れないように注意してください

・横風を受け、車が横に流されるようなときは、ハンドルをしっ
かり握り、速度を徐々に下げてください。

・特にトンネルの出口、橋や土手の上、大型車の追い越しや追い
越されたときなどには、横風の影響を受けやすいので注意して
ください。

高速道路に入る前には燃料などの確認をしてください

・燃料は十分に給油してあるかを確認してください。
・タイヤの空気圧を確認してください。空気圧不足で高速走行す
ると、タイヤがバースト（破裂）するおそれがあります。

・万一のために、停止表示板（停止表示灯）を車に用意しておいて
ください。（法律で義務づけられています。）

段差ではフロントスポイラーのこすれに注意してください

・段差のある場所は、速度を落としてゆっくりと進んでください。
路面の状態によっては、フロントスポイラーがこすれることが
あります。

・フロント側から進入すると車止めにこすれたり当たることがあ
りますので注意してください。
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車を後退させるときは周囲に注意してください

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

　お子さまを乗せるときの注意

お子さまは後席に座らせてください

・お子さまを助手席に乗せないでください。走行中にお子さまの
動作が気になったり、運転装置のいたずらなど事故につながる
おそれがあります。

・また、万一の事故などで助手席のSRSエアバッグが作動したと
きに、ケガをするおそれがあります。

お子さまにもシートベルトを着用させてください

・お子さまにも必ずシートベルトを着用させてください。お子さ
まを膝の上に抱いての乗車は、絶対にしないでください。急ブ
レーキをかけたときや衝突したときにお子さまを支えることが
できず、ケガをするおそれがあります。

	 シートベルトが首や顔に当たったり、腰骨にかからないなどで
正しく着用できない小さなお子さまには、ベビーシートやチャ
イルドシートを使用してください。
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チャイルドシートは後席に正しく取り付けてください
（→P. 1-11）

・チャイルドシートの使用は6歳未満のお子さまに法律で義務付
けられています。6歳以上のお子さまでもシートベルトが正し
く着用できないときは、チャイルドシートを使用してください。

	 お子さまの安全のため、短時間の走行でも身体に合ったプ
ジョー純正品のベビーシートやチャイルドシートを使用してくだ
さい。

・取り付け方法は、シートに付属している取扱説明書に従って後
席に正しく取り付けてください。乳幼児用のベビーシートは進
行方向に対して後ろ向きに、チャイルドシートは前向きに取り
付けてください。

・やむを得ず助手席にチャイルドシートを取り付けるときは、助
手席の位置を中間部に移動して前向きに取り付けてください。
ベビーシートタイプで後ろ向きに装着するときは、助手席エア
バッグキャンセルスイッチをOFFにしてください。衝撃でケガを
したり、最悪の場合死亡するおそれがあります。キャンセルス
イッチがない車では、進行方向に対して後ろ向きに装着しない
でください。

・プジョー純正のベビーシート、チャイルドシートの詳細につい
ては、プジョーディーラーにお問い合わせください。

ドア、ウィンドウなどの開閉は大人が操作してください

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

・後席にいるお子さまが操作できないように、ウィンドウのキャ
ンセルスイッチや車内からドアが開けられないチャイルドロッ
クを必ず使用してください。

ウィンドウから手や顔を出さないでください

・急ブレーキ時に窓枠にぶつけたり、車外の障害物に当てたりし
て、思わぬケガをするおそれがあります。

シートの可動部分に気をつけてください

・お子さまが、リアシートやフロントシートの隙間に手を入れた
り、可動部分に触れたりして思わぬケガにつながるおそれがあ
ります。同乗者の方が十分に注意をしてください。

・走行中は必ずベビーシートやチャイルドシートに座らせるか、
シートベルトをさせてください。
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お子さまだけを車内に残さないでください

・車から離れるときは、エンジンを止め、キーを抜いて必ずお子
さまも一緒に降ろしてください。

・お子さまのいたずらにより、車の発進、火災などの思わぬ事故
につながるおそれがあります。

・炎天下の車内は50℃以上の高温になり、脱水症状、熱射病な
どの生命の危険に関わるおそれがあります。

　駐停車するときの注意

燃えやすいものや植え込みに注意してください

・紙や枯草、木材などの燃えやすいものの上や近くには駐停車し
ないでください。特に走行後の排気管や排気ガスは高温になる
ため引火するおそれがあります。

・車両後方に燃えやすいものや植え込みがあるときは、車両後
端から十分に距離を取って駐車してください。すき間が少ない
と、排気ガスによる変色や着火、生育への悪影響につながるお
それがありますので、車の向きも配慮してください。
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車から離れるときはエンジンを止め、施錠してください
・	シフトレバーをP（パーキング：オートマチック車）またはN（マニュ
アルトランスミッション車）にし、パーキングブレーキをかけ、エ
ンジンを止めてドアを施錠してください。無人で車が動き出して、
思わぬ事故につながるおそれがあります。坂道では、状況に応
じてシフトレバーを1またはR（マニュアルトランスミッション車）
にし、さらにタイヤに輪止めをしてください。

	 貴重品を車内に残さないでください。施錠しても盗難につなが
るおそれがあります。

・	お子さまや介護の必要な方だけを車内に残さないでください。
車の発進や車内の高温／低温による思わぬ傷害などが発生す
るおそれがあります。

炎天下での駐車時は、ライター、スプレー缶、炭酸飲料など
を車内に放置しないでください
・	車体やシート、ステアリングなどが高温となり、やけどをするお
それがあります。駐車後に乗車されるときは注意してください。

・	車内にお子さまやペットなどを乗せたまま車から離れることは、
絶対におやめください。車内の温度が50℃を超えることもあ
り、大変危険な状態になります。

・	ライターやスプレー缶、炭酸飲料などは、自然発火や破裂を起
こすおそれがあります。車内に放置しないでください。

・	ガスライターを床やシートのすき間に落としたままにすると、
シートを動かしたときに着火して火災につながるおそれがあり
ます。

・	メガネをダッシュボードなどに置いたままにすると、変形やひ
び割れのおそれがあります。また、レンズにより火災を起こす
ことがあり危険です。

仮眠するときは必ずエンジンを止めてください

・	無意識にシフトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込
んだりして車が発進するおそれがあります。

・	エンジンや排気管の異常過熱に火災が発生するなどの思わぬ
事故につながるおそれがあります。

・	車内で仮眠するときは、エンジンを止め、助手席または後席で
してください。

・	排気管が損傷していたり、風向きや風通しの悪い場所では、排
気ガスが車内に侵入し一酸化炭素中毒になるおそれがあります。
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　走行中に異常を感じたとき

警告灯が点灯・点滅したときは、直ちに停車して適切な処置
をしてください

・走行中に警告灯が点灯や点滅したときは、直ちに安全な場所に
停車し、適切な処置をしてください。（「第4章　メーター・ラ	
イト・ワイパー装置の使いかた」を参照）

	 そのまま走行すると故障の原因になるだけでなく、重大な事故
につながるおそれがあります。

・走行中は車の状態に気を配り、いつもと異なる音や臭い、振
動などを感じたときは、直ちにプジョーディーラーで点検を受
けてください。

・故障等でやむを得ず路上に停車する時は、ハザードランプの他
に停止表示板を使用して、他の車両に停止している事を知らせ
てください。

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

・走行中、タイヤに異常があったときは、あわてずにハンドルを
しっかり握り、徐々に速度を下げて安全な場所に停車してくだ
さい。

	 急ブレーキや急ハンドルは、車のコントロールができなくなる
おそれがあります。

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

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

換気が悪い車庫や屋内ではエンジンをかけたままにしないで
ください

・車庫や屋内などの換気が悪い場所では、排気ガスが充満しや
すいのでエンジンをかけたままにしないでください。排気ガス
には無色無臭の有害な一酸化炭素が含まれており、吸い込むと
排気ガスによる一酸化炭素中毒になり重大な障害におよぶか
死亡につながるおそれがあります。

・排気管に腐食などによる穴や亀裂がないかをときどき点検してく
ださい。走行中に排気ガスが車内に侵入するおそれがあります。

車内で排気ガスの臭いがしたら次のことをしてください

・直ちにすべてのウィンドウを全開にする。
・エアコンの内外気の切り替えを外気にして風量を最大にする。
・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。
	 放置すると、排気ガスによる一酸化炭素中毒になり重大な傷害
におよぶか死亡につながるおそれがあります。
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　シート位置についての注意

正しい運転（乗車）姿勢がとれるシート位置に設定してください

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

走行中は背もたれを倒しすぎないようにしてください

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

　シートベルトについての注意

シートベルトは正しく着用してください

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

*	プリテンショナー
前方からの強い衝撃を受けたときに、瞬間的にシートベルトを引き
込み身体を固定して乗員保護装置の効果を高める装置。

**	フォースリミッター
シートベルトに一定以上の衝撃を受けたときに、身体にかかる衝撃
を減少させる装置。

妊娠中の方や疾患のある方も必ずシートベルトを正しく着用
してください

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

損傷のあるシートベルトは直ちに交換してください

・損傷したシートベルトを使用すると、衝突したときなどに十分
な効果を発揮できず、重大な傷害を受けるおそれがあります。

	 シートベルトやプレートを、シートやドアに挟まないでください。
傷が付くおそれがあります。
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　SRSエアバッグについての注意

・SRSエアバッグシステムは（SRS＝Supplemental	Restraint	
System）補助拘束の事です。

・SRSエアバッグは、センサーが一定以上の衝撃を感知したとき
にのみ作動します。衝突などで車が大きく変形しても、衝撃吸
収ボディ構造により衝撃が段階的に吸収されたときは、SRSエ
アバッグが作動しないことがあります。

フロントエアバッグの効果は正しい姿勢とシートベルトとで
発揮します

・	SRSエアバッグシステムはシートベルトを補助するシステムで、
シートベルトに代わるものではありません。このシステムはシー
トベルトを必ず着用してください。

・	シートに正しく座りシートベルトを正しく着用していないと、
衝突などで身体が前方に放り出されたときにSRSエアバッグシ
ステムがふくらみ、強い衝撃を受け重大な傷害につながるおそ
れがあります。

・	運転者とステアリングホイールとの間には、適当な距離を確保
してください。あまり近すぎると、エアバッグの効果が低下した
り、エアバッグそのものでケガを負うおそれがあります。

・	ステアリングホイールは、9時と3時の位置を外側から両手で
持ってください。他の位置（12時の位置や真ん中、内側）を持
つと思わぬケガにつながったり、エアバッグが作動した際に重
大なケガを負うおそれがあります。

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

フロントエアバッグの保護性能が発揮されるために次の点に
注意してください
・	運転者が顔や胸をステアリングに近付けすぎると、SRSエア
バッグがふくらんだときに強い衝撃を受け非常に危険です。常
に正しい運転姿勢で座り、ステアリングに近付きすぎないよう
にしてください。

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

エアバッグの近くにものを置いたり、ステッカーなどを貼り
付けないでください
・	ステアリングを交換したり、ステアリ
ングのパット部にステッカーなどを貼
り付けないでください。

・	助手席側エアバッグの周辺（ダッシュ
ボード）にカー用品や芳香剤を置いた
り、傘などを立てかけないでください。

・	エアバッグが正常に作動しなかったり、
エアバッグがふくらんだときに飛ばさ
れて、ケガをするおそれがあります。
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xv

　SRSサイドエアバッグ／カーテンエアバッグについ
　ての注意

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

サイドエアバッグ／カーテンエアバッグは車両側面からの
衝撃を緩和します

・サイドエアバッグは、シート側面のドア側やドアのアームレスト
に収納されています。カーテンエアバッグは、フロントピラー
とルーフに収納されています。

・シートの側面周囲には、ものを置かないでください。
・シートにシートカバーや上着をかけたり、ベルトを巻きつけな
いでください。

ドアやウィンドウにもたれかからないでください

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

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

・SRSサイドエアバッグ収納部の近くにカップホルダーなどの
カー用品を取り付けたり、ステッカーなどを貼らないでくださ
い。エアバッグが正常に作動しなかったり、エアバッグがふくら
んだときに飛ばされてケガをするおそれがあります。
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　ABSとESP／ASRについての注意

ABS（アンチロックブレーキシステム）を過信しないでください

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

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

ESP／ASR（エレクトロニックスタビリティプログラム／トラ
クションコントロール）を過信しないでください

・ESPシステムは、滑りやすい道路での旋回時などに、車の動き
と運転者が意図するコースとに著しい差が発生したとき、自動
的にブレーキやエンジンの出力を制御して車の走行安定性を確
保しようとするシステムです。

・ASRは滑りやすい道路での発進や急加速時に生じる空転を防
ぎ、車の走行安定性を向上させようとするシステムです。

・ESP／ASRが作動した状態でも、車の走行安定性には限界が
あります。ESP／ASRを過信せずに速度を下げて、車間距離を
十分にとって安全運転を心がけてください。
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発進前／停車後のシフトレバーの操作はブレーキを踏んで
ください

・エンジンをかけるときはシフトレバーがPにあることを確認し、
ブレーキペダルをしっかり踏み込んでください。

・シフトレバーの操作は、エンジン始動直後やエアコン作動時な
どはクリープ現象が強くなるので、特にしっかりとブレーキペダ
ルを踏んで行ってください。

・発進時のシフトレバーの操作は、ブレーキペダルをしっかり踏
み込んで行ってください。急発進して、思わぬ事故につながる
おそれがあります。

アクセルペダルはゆっくり踏んでください

・アクセルペダルを急激に踏み込むと、急発進して思わぬ事故に
つながるおそれがあります。

走行中はギアをNに入れないでください

・走行中にシフトレバーをNにすると、エンジンブレーキが効か
なくなり思わぬ事故につながるおそれがあります。

・オートマチックトランスミッション内のオイルの潤滑が悪くなり、
故障するおそれがあります。

xvii

　オートマチック車についての注意

クリープ現象に注意してください

・クリープ現象とは、エンジンがかかっているときにシフトレバー
をPまたはN以外にすると、アクセルペダルを踏まなくても車
が動き出すことです。

・停車中はブレーキペダルをしっかりと踏んでください。思わぬ
事故につながるおそれがあります。

・特にエンジンの始動直後やエアコン作動時のエンジン回転が
上っているときは、ブレーキペダルをしっかりと踏んでください。

ブレーキとアクセルのペダル位置に注意してください

・ペダルの踏み違いは、思わぬ事故につながります。エンジンを
かける前にペダルの位置を確認してください。

・また、アクセルペダルとブレーキペダルは右足で操作してくだ
さい。
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追い越しにはキックダウンを利用してください

・Dまたは2速以上（マニュアルシフトポジション）で走行中に、ア
クセルペダルをいっぱいに踏み込むと自動的に低速ギアに切り
替わり、急加速が得られます。

・滑りやすい路面や急カーブなどでは使用しないでください。タ
イヤがスリップして思わぬ事故につながるおそれがあります。

駐車はシフトレバーをPに入れてください

・駐車するときはシフトレバーをPにして、パーキングブレーキを
しっかりかけてください。無人で車が動き出し、事故につなが
るおそれがあります。

　クルーズコントロールについての注意

クルーズコントロールを使用しないときはメインスイッチを
オフにしてください

誤ってクルーズコントロールを作動させると、思わぬ事故につな
がるおそれがあります。
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　オーバーヒートについての注意

オーバーヒートの症状について

・次のような症状が現れるとともに、メーターパネルのSTOP警
告灯が点灯します。
・冷却水温度計の針がレッドゾーンに入ったり、エンジンの出
力が急に低下する。

・ボンネット（エンジンルーム）から蒸気が出てくる。

オーバーヒートの対応について

・ボンネットから蒸気が出ているときは、蒸気が出なくなるまで
ボンネットを開けないでください。エンジンルーム内が高温に
なっているため、やけどなどをするおそれがあります。

・冷却水温度が下がるまで、冷却水タンクのキャップを開けない
でください。蒸気や熱湯が噴き出して、やけどをするおそれが
あります。

・オーバーヒートを起こしたまま走行を続けると、エンジンなど
に重大な損傷を起こすおそれがあります。安全な場所に停車し、
プジョーディーラーにご連絡ください。

　故障したとき／事故が起きたときの注意

走行中に路上で故障したとき

・一般道では、車を路肩などの安全な場所へ移動させ、非常点
滅灯を点滅させます。必要に応じて、車の後方に停止表示板を
置いてください。

・高速道路や自動車専用道路では、車を路肩などの安全な場所
へ移動させ、車内の乗員を安全な場所に避難させてください。
次に非常点滅灯を点滅させ、車の後方に停止表示板を置いて（法
律で義務付けられています）ください。

路上で動けなくなったとき

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

踏切内で動けなくなったとき

・同乗者や付近の人に協力してもらい安全な場所まで押しても
らってください。車を移動するときは、イグニッションキーをオ
ンにして、シフトレバーをNにしてパーキングブレーキは解除し
ます。

・車を移動できないときは、乗員を安全な場所へ避難させ、直
ちに踏切警報機に設置してある非常ボタンを押します。緊急を
要するときは、保安炎筒を使用して列車に車が踏切内に停車し
ていることを知らせます。

xix



も　し　も　の　と　き

事故が起きたとき

・事故が起きてしまったときは、あわてずに次の処置をとります。
1．続発事故を防ぐために、他の交通の妨げにならない安全な

場所へ車を移動し、エンジンを止めます。
2．負傷者がいるときは、救急車の出動を要請すると共に負傷者

に応急手当を行います。
	 ただし、頭部を負傷しているときは動かさないようにしますが、

続発事故のおそれがあるときは安全な場所へ避難させます。
3．警察に連絡します。
	 事故が発生した場所、事故状況、負傷者の有無、負傷の程

度を報告し、指示を受けてください。
4．事故の相手があるときは、相手側の氏名や住所、電話番号、

自動車保険の番号などを確認してください。
5．車をご購入された販売店と保険会社に事故状況をご連絡く

ださい。
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そ　の　他

　盗難についての注意

キーは必ず携行してください

・車から離れるときは、必ずエンジンを停止し、キーを抜いて携
行してください。

・また、スペアキーを車内に置いたり、バンパーや車体の一部に
貼り付けておくことは、盗難のおそれがありますので絶対にお
やめください。

ドア、ウィンドウを確認してください

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

路上駐車は絶対におやめください

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

車内に現金や貴重品は絶対に置いたままにしないでください

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

　こんなことにもご注意を

車の改造は禁止されています

・車の改造やプジョー純正部品以外の使用は、車の性能が十分
に発揮できないだけでなく、思わぬ事故の原因につながるおそ
れがあります。また、保証の適用外になるだけでなく、故障の
原因になることがあります。

・電装品や無線機などの取り付け、取りはずしは、プジョーディー
ラーにご相談ください。

	 取り付け、取りはずしが適切でないと、電子機器部品に悪影響
を及ぼすだけでなく、故障や火災などの思わぬ事故につながる
おそれがあります。

・ハンドルの取りはずしや交換は、絶対に行わないでください。
ハンドルにはSRSエアバッグが内蔵されていますので、正常に
作動しなかったり不意に作動して思わぬ事故になるおそれがあ
ります。
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ウィンドウにアクセサリーを取り付けないでください

・ガラス面にアクセサリーなどを取り付けると、視界の妨げになっ
たり、走行中に飛んでケガをするなど思わぬ事故につながるお
それがあります。

・アクセサリーの吸盤がレンズの働きをして、火災を起こすこと
があり危険です。

夏季はバッテリーあがりが起きやすくなります

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

冬季はタイヤの滑り止めや解凍剤などをご用意ください

・冬季のトラブルを軽減するために、冬用タイヤチェーン／ネット
や解凍剤などの準備およびバッテリーの点検を行っておくことを
お勧めします。詳しくはプジョーディーラーにご相談ください。

・積雪や凍結した道路を走行するときは、安全のため冬用タイヤ
を装着してください。

	 冬用タイヤに交換するときは、必ず指定サイズで同じメーカー
の同じ銘柄のものを4輪に装着してください。

・タイヤチェーン／ネットは、タイヤサイズに合ったものを前輪に
取り付けてください。

・タイヤチェーン／ネットの装着は、安全な場所に停車し、各取扱
説明書に従って確実に取り付けてください。

	 装着後は100mくらい走行して、緩みや車体に当たっていない
かを再度確認してください。

・バッテリーは、気温が低くなると性能も低下します。バッテリー
液や比重、充電状態を点検してください。

・ウォッシャー液の凍結を防ぐために、夏季よりも混合割合を高
くしてください。

タバコの吸殻の火は消して灰皿へ入れてください

・タバコやマッチなどの火は、確実に消して灰皿へ入れてフタを
閉めてください。

・灰皿の中に吸殻を入れすぎたり、燃えやすいものを入れたりし
ないでください。思わぬ火災につながるおそれがあります。
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安全に運転するために

１
フロントシート

●運転席のシート調整は、安全のため停車中に行ってください。
●レバーの操作は正しい位置で行い、シートやバックレストの移動で指などをはさまな
いようにしてください。

●フロントシートの調整（手動）
フロントシートの前後調整
レバーの中央部を引き上げたままシート
を前後に動かします。レバーを放すとそ
の位置で固定されます。

フロントシートの高さ調整
レバーを上下に動かして高さを調整しま
す。

背もたれの角度調整
レバーを後方へ押したまま背もたれの位
置を調整します。レバーを放すとその位
置で固定されます。
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安全に運転するために

１
●フロントシートの調整（電動）

フロントドアを開けてから約1分間、運転席シートの調整ができます。イグニッション
をオフにしてから約1分後およびエコノミーモードに入ると調整ができなくなります。
さらに調整したいときは、イグニッションをオンにしてください。

運転席シートの高さ調整
高さ調整：	スイッチの後端を上下して調

整します。
角度調整：スイッチの前端を上下して調

整します。

運転席背もたれの角度調整
スイッチを前後に倒して調整します。

運転席シートの前後調整
スイッチを前後にスライドしてシートの
位置を調整します。
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安全に運転するために

１
●ランバーサポート

ダイヤルを回して調整します。

●ヘッドレストの高さと角度調整
調整は、ヘッドレストの上端と前席乗員
の頭の上が揃うようにします。

高さ調整
ヘッドレストを前方に引きながら引き上
げると上がります。
ラグA を押しながらヘッドレストを押す
と下がります。

角度調整
ヘッドレストの下部を前後させます。

ヘッドレストの脱着
1．ヘッドレストを最上の位置に移動し

ます。
2．根元のラグA を動かしながら引き上

げます。
3．ヘッドレストを戻すには、ヘッドレス

トの支柱をシートの穴に合わせて押
し込みます。

●ヘッドレストは衝突の際にはずれな
いように、支柱によって支えられて
います。

●高さはヘッドレストの上端と前席乗
員の頭の上が揃うように調整してく
ださい。

●ヘッドレストをはずして運転しない
でください。

●シートヒーター*

エンジンがかかっているときに使用でき
ます。
ダイヤルで設定した温度に自動調整され
ます。

0：オフ
1：低
2：中
3：高

* 仕様により異なります。
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安全に運転するために

１

戻しかた
１．	シートの後ろにあるレバーを引き上

げてから背もたれを持ち上げます。
２．	背もたれをゆすって確実に固定し	

ます。

テーブル位置にする
１．	ヘッドレストを一番低い位置にしま

す。シートが一番前にあるときは、
ヘッドレストを取りはずします。

２．	シートの後ろにあるレバーを引き上
げて背もたれを前方に倒します。

シートのまわりに障害物がないか確認
してください。また、体がはさまれな
いように充分注意してください。

●テーブル位置（助手席）*

長い物を乗せるときなどに、助手席を
テーブル位置にすると荷室を広く使用で
きます。

●シートを操作するときは、車を安全な
場所に停車させてから行ってください。

●助手席をテーブル位置にしていると
きは、助手席のすぐ後ろのリアシー
トおよび中央のリアシートに乗員を
乗せないでください。

30kg以上の物を載せないでください。
シートが破損するおそれがあります。
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安全に運転するために

１
リアシート

●リアヘッドレスト

高さ調整
高い位置、低い位置の 2 段階が選択で
きます。

取りはずし
１．	ヘッドレストを一番高い位置まで引

き上げます。
２．	ラグA を押してヘッドレストを取り

はずします。

リアシートに座るときは、ヘッドレス
トを高い位置に調整してください。ま
た、ヘッドレストを取りはずしたまま
走行しないでください。事故などの時
にケガをする危険性があります。

●リアシートの折りたたみ

リアシートを操作するときは、車を安
全な場所に停車させてから行ってくだ
さい。

シートのまわりに障害物がないか確認
してください。また、体がはさまれな
いように充分注意してください。

可動式フロアの高さをミドルポジショ
ンにしてリアシートを折りたたむと、
ラゲッジルームからフロントシートま
で平らになります。

ラゲッジルームから折りたたむ
ラゲッジルームにあるレバーを引き上げ
ます。
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１

５.	 背もたれ②をシートクッション③へ
倒します。

戻しかた
１．	背もたれ②を起こして元の位置に戻

します。シートクッション③も同時
に元の位置に戻ります。

２．	シートが確実に固定され、レバー①
の赤色が見えないことを確認します。

３．	ヘッドレストを元の位置に戻す、ま
たは取り付けます。

リアシートを戻すときは、シートベル
トを巻き込まないように注意してくだ
さい。

後席から折りたたむ
１.	 フロントシートを前にずらします。
２.	 シートベルトが損傷しないように

シートベルトを背もたれの脇に寄せ
ます。

３.	 ヘッドレストを低い位置にする、ま
たは取りはずします。

４.	 レバー①を手前に引き、背もたれ②
のロックを解除します。
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１
●シートベルトの高さ調整

ベルトを引き出し、アンカー A の中央部
を押しながらアンカー A を上下にスライ
ドさせて、ベルトが肩先と首との間に当
たるように合わせます。

●フロントシートベルトの着用

水平方向にあるベルトを、腹部でなく腰
骨に当たるようにしてバックプレートを
カチッと音がするまでバックルに差し込
みます。バックルの赤いボタンを押すと
はずれます。

●リアシートベルトの着用
リアシートベルトは 3点式で、両サイド
はフォースリミッター* 付きです。

シートベルトのストラップを引き出し、
バックルに差し込みます。ストラップを
引っ張って、正常に装着されたかを確認
します。バックルの赤いボタンを押すと
はずれます。

* 仕様により異なります。

シートベルト

フォースリミッター付シートベルト
プリテンションシステム
車体が強い衝撃を受けたとき、瞬間的に
シートベルトを引き込み、身体を拘束す
る効果を高める装置です。
この機構は、イグニッションスイッチがオ
ンのときに作動します。
フォースリミッターは、事故の際に身体
にかかるシートベルトの衝撃を和らげる
働きをします。
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１
●シートベルトの着用警告

イグニッションスイッチがオンの
とき、シートベルトを着用して
いないとシートベルト／助手席
エアバッグ警告ディスプレイの

警告灯が点灯します。時速 20Km 以上
で走行中にシートベルトを着用していな
いと、約 2 分間警告音とともにシートベ
ルト警告灯が点滅します。
2 分経過後は警告灯のみが点灯します。
上記の警告は、シートベルトを着用する
と解除されます。

* 仕様により異なります。

●シートベルト着用／非着用警告ディ
スプレイ

イグニッションをオンにすると、警告灯
が点灯／消灯してシートベルトの着用状
況を表示します。
①：シートベルト着用／非着用警告灯
②：助手席側シートベルト警告灯
③：運転席側シートベルト警告灯
④：後席右側シートベルト警告灯
⑤：後席中央シートベルト警告灯
⑥：後席左側シートベルト警告灯

警告灯が赤く点灯した場合、点灯した席の
シートベルトが締められていません。シー
トベルトが締められていると消灯します。
後席の警告灯④⑤⑥のいずれかが赤く点
灯したままであっても、リアシートに着座
していない場合は、エンジン始動後 30
秒経過すると警告灯が消灯します。
時速 20Km 以上で走行中にリアシートベ
ルトをはずすすと、警告灯④⑤⑥のシート
ベルトが締められていない警告灯が赤く点
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ます。

●着座検知 *
助手席の座面に圧力センサーがあり、約
35kg 以上の重量が加わった状態でシー
トベルトを着用していないと警告灯は赤
く点灯します。

シートに重い荷物を置いて走行する場
合は、シートベルトのストラップを引
き出してバックルを差し込むと警告灯
が点灯しなくなります。
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１ ●乗車中、短時間のドライブといえど
もシートベルトを必ず着用してくだ
さい。
●妊娠中の女性も必ずシートベルトを
着用してください。ただし、医師に
注意事項をご確認願います。
●シートベルトは、正しい姿勢で身体
に密着させなければ効果がありませ
ん。
●バックルを逆にしてバックプレート
を差し込まないでください。また、
差し込むときには、ねじらないでく
ださい。
●シートベルトは、上部を肩にしっか
りとかけ、下部は腰骨のできるだけ
低い位置にかけてください。
●シートベルトを2 人以上で共有しな
いでください。
●お子さまをひざの上に抱いて走行し
ないでください。
●シートベルトの部品をむやみにはず
したり改造しないでください。衝突
の際に作動しなくなるおそれがあり
ます。また、誤ってプリテンション
システムを作動させると、ケガをす
るおそれがあります。

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

●シートベルトを修理、交換する場合
はプジョーディーラーにご相談くだ
さい。

●シートベルトプリテンションシステ
ムは、一度しか作動しません。作動
後は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。

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

●降車時には、シートベルトを確実に
収納させてください。

●シートベルトがロックして引き出せ
ないときは、ベルトを強く引いてか
ら、ゆるめてください。

●シートベルトが汚れた場合は、せっ
けん水や洗剤で洗ってください。
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１
チャイルドシート

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

●短時間の乗車でも、チャイルドシートとシートベルトを着用してください。
また、思わぬ事故を防ぐためにも、リアドアのパワーウィンドウが作動しなくなるキャ
ンセルスイッチや、室内からリアドアを開けられなくするチャイルドロックをご利用く
ださい。
●後席のウィンドウは3分の2 以上開けないようにしてください。
●お子さまの体格に合った正式に認可されたチャイルドシートを使用してください。適
切なチャイルドシートにより、お子さまが守られます。

●お子さまを膝に乗せての運転はしないでください。大ケガや致命傷を負うおそれが
あります。

●お子さまが正しい着座位置に座っていないと、急ブレーキや事故の際に大けがや致
命傷を負うおそれがあります。また、エアバッグが作動した場合にも、思わぬケガを
負うおそれがあります。
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１
● 3 点式シートベルトを使用した

チャイルドシート
新生児から体重 13kg まで

このタイプのシートは、
体重13kg 位までのお
子さまに適しています。
減速時に首に負担がか
からないように、進行
方向とは反対向きに取
り付けてください。

 

体重 9kg から体重 18kg まで
体重9kg～18kg位ま
でのお子さまにお勧め
するタイプです。

 

体重 15kg から体重 36kg まで
体重15kg～36kg位
までのお子さまにお勧
めするタイプです。
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１
●チャイルドシートの推奨取り付け位置
以下の表は、お子さまの年齢と車のシート形状により、シートベルトを使用してどの位置に一般的なチャイルドシートを取り付けるかを示
しています。取り付けは、後ろ向き、前向きともに可能です。

シート

体重／年齢

13kg以下
新生児～
12ヵ月

9〜18kg
1～3才

15〜25kg
3～6才

22〜36kg
6～10才

助手席 ○ ○ ○ ○

後席左右　	 ○（*1） ○（*1） ○（*1） ○（*1）

後席中央　 ○（*2） ○（*2） ○（*2） ○（*2）

※10kg 以下では、乳児用シェル型チャイルドシートおよびキャリコットは助手席には取り付けられません。
※助手席に取り付ける場合、シートの高さを一番高い位置に調整して、シートを中間位置まで下げてください。高さ調整機能が装備され

ていない場合は、チャイルドシートは助手席には取り付けられません。
※プジョーでは可能なかぎり、全てのチャイルドシートにおいてリアシートに設置することを奨励しています。

*1　後席の足元にフロア収納ボックスが装備されている場合は、レッグサポート付のチャイルドシートは取り付けないでください。
*2　装着が可能なチャイルドシートが限られます。



141-

安全に運転するために

１
●助手席へのチャイルドシートの取り

付け（3 点式シートベルトを使用）

後ろ向きチャイルドシート
後ろ向きチャイルドシシートは助手席に
取り付けてください。その際、助手席エ
アバッグの機能をキャンセルすることが
必要です。

後ろ向きチャイルドシートを取り付け
る際には、必ず助手席エアバッグの機
能をキャンセルしてください。お子さ
まが大けがを負ったり、場合によって
は致命傷を受けるおそれがあります。

前向きチャイルドシート
前向きチャイルドシートを助手席に取り
付けた際、助手席の前後スライド量は中
間にしてください。エアバッグが膨らん
だ際の影響を少なくします。

シート位置は中間です。

● ISOFIX チャイルドシート
　（プジョー推奨）
体重 9kg から18kg まで

前向きチャイ
ルドシート、
アッパースト
ラップ付き。
シ ート の 角
度 を 3 段 階
に調 節 で き
ます。
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１
● ISOFIX チャイルドシートの推奨取り付け位置
下の表は、ISOFIX チャイルドシートに関し、車内シート位置と一般的に認可された体重グループの関係を示しています（欧州安全規格に基づ
いています）。ISOFIX ユニバーサルチャイルドシートまたはセミユニバーサルチャイルドシートでは、A～G のアルファベットによる ISOFIX
サイズコードがチャイルドシートの“ISOFIX ロゴ”の横に表示されています。

体重グループ

10kgまで
（グループ0）
約6ヶ月まで

10kgまで、13kgまで
（グループ0、0+）

約1歳まで

9〜18kg
（グループ1）
約1歳～3歳

ISOFIXチャイルド
シートのタイプ シェル型 後ろ向き 後ろ向き 前向き

ISOFIXサイズコード F G C D E C D A B B1

助手席 X X X X

後席左右 X IL-SU（*1） IL-SU（*1） IUF（*1）
IL-SU（*1）

後席中央 X X X X

IUF :	 ISOFIX ユニバーサルチャイルドシート（トップベルトを備える ISOFIX「前向き」チャイルドシート）の取り付けに適しているシート位置。
IL-SU :	 ISOFIX セミユニバーサルチャイルドシート（トップベルトまたはサポート付の ISOFIX「後ろ向き」チャイルドシート、サポート付の

ISOFIX「前向き」チャイルドシートおよびアッパーストラップまたはサポート付の ISOFIX「シェル型」シート）の取り付けに適して
いるシート位置。

X :	 このサイズコードの ISOFIX チャイルドシートの取り付けはできません。
*1　足元に小物入れが装備されている場合は、レッグサポート付のチャイルドシートは取り付けないでください。
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１
● ISOFIX チャイルドシートの取

り付け方
取り付け可能シート位置

ISOFIX 規格のチャイルドシートを取り
付けることができるシートを表してい	
ます。
取り付けが可能なシート位置にはそれぞ
れ 3 つの金具が装備されています。

取り付け金具

シートの背もたれとシートクッションの
間に２つの金具 A があります。
トップテザー対応のシートは、ストラッ
プを背もたれ裏側のトップテザーアン
カー B に装着してください。

ISOFIX 規格のプジョー車専用チャイル
ドシートをワンタッチで固定するための
金具が、リアシートに設置されています。

取り付け方法についは、チャイルドシー
トの説明書に従ってください。

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

●チャイルドシートは製造メーカー
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。



171-

安全に運転するために

１
エアバッグ

エアバッグはイグニッションがオンの時
だけ作動します。
エアバッグは致命的な事故の際にフォー
スリミッター付シートベルトを補助して
乗員を最大限守るように設計されていま
す。
万一の際、エアバッグシステムが急激な
減速を感知してそれがある到達点にまで
達していたら即座にシステムが起動して
乗員の保護を行います。
その直後エアバッグはしぼんで乗員が脱
出しやすい空間を確保します。
エアバッグはシートベルトが十分フォロー
できる範囲内の衝撃では開きません。

展開後のエアバッグはガスが抜けてす
ぐしぼむようにできています。このガ
スには若干の刺激性があります。

フロントエアバッグ

運転席エアバッグはステアリング中央部
に収納されています。
助手席エアバッグはダッシュボード内に
収納されています。
助手席エアバッグキャンセルスイッチが
OFF のときは展開しません。

●ステアリングのスポーク部を握って
運転したり、センターパッド部に手
をおいて運転しないでください。

●助手席に座る人は、ダッシュボード
に足を乗せないでください。

●ステアリングをはずしたり、物を突
き刺したり、激しく物を当てないで
ください。
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１
作動中は、イグニッションをオ
ンにすると、シートベルト／助
手席エアバッグ警告ディスプレ

イに警告灯が約1分間点灯します。

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

1．イグニッションをオフにします。
2．助手席エアバッグキャンセルスイッチ

にキーを差し込み、OFF の位置にし
ます。

3．そのままキーを抜きます。

キャンセル中は、イグニッショ
ンをオンにすると、メーターパ
ネル上、またはシートベルト／

助手席エアバッグ警告ディスプレイに警
告灯が点灯します。
警告灯が点滅している場合は、助手席エ
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システムの点検を受
けてください。

助手席エアバッグキャンセルスイッチ

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

ON
助手席に大人が着席しているときは、必
ず助手席エアバッグキャンセルスイッチ
を ON にします。助手席エアバッグが作
動します。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。

シート前方のエアバッグにより保護され
るシートには、後ろ向きチャイルドシー
トを使わないでください。
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１●安全のためチャイルドシートはなる
べく後席に取り付けてください。
●助手席エアバッグが作動する状態
で、後ろ向きチャイルドシートを助
手席に装着しないでください。
●助手席エアバッグ OFF･機能は、助
手席にチャイルドシートを装着する
時のみ使用し通常助手席エアバッグ
は ON･ の状態にしてください。車
両に装着された助手席エアバッグス
イッチを OFF･の位置にして、チャ
イルドシートを使用する場合は、助
手席エアバッグ OFF･の警告灯が点
灯していることを確認してください。
この場合助手席エアバッグは作動し
ません。

サイドエアバッグ

前席の背もたれ側面（ドア側）に収納さ
れており横からの衝撃に対してのみ、左
右が独立して展開します。

●シートカバーはプジョーが推奨する
ものだけを使ってください。

●背もたれにアクセサリー等をつけた
り、貼ってはいけません。

●ドア側に近づきすぎた座り方をしな
いでください。

カーテンエアバッグ
ドアピラー部から天井にかけて収納され
ており、横からの衝撃に対し前席と後席
の乗員を保護するために左右が独立して
展開します。

●天井やピラーにアクセサリー等を取
り付けたり貼ったりしないでくださ
い。

●天井に取り付けられているグリップ
ハンドルをはずさないでください。
カーテンエアバッグが機能するため
の一部になっています。

●故障している時は
メーターパネル上の警告灯が点
灯します。警告音とともにマル
チファンクションディスプレイに

メッセージが表示されます。
プジョーディーラーでシステムの点検を
受けてください。
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１
エアバッグの作動条件

A．フロント衝撃ゾーン
B．サイド衝撃ゾーン

フロントエアバッグの作動条件
フロント衝撃ゾーンA に、車両前方から
後方へ縦方向の強い衝撃を水平に受け
たときに、運転席エアバッグと助手席エ
アバッグが連動して作動します。
助手席エアバッグの作動を解除している
ときは、助手席エアバッグは連動して作
動しません。

サイドエアバッグの作動条件
サイド衝撃ゾーン B に、車両外側から内
側へ横方向の強い衝撃を水平に受けた
ときに、衝撃を受けた側が作動します。

カーテンエアバッグの作動条件
サイド衝撃ゾーン B に、車両外側から内
側へ横方向の強い衝撃を水平に受けた
ときに、サイドエアバッグと連動して作
動します。

●車両側面への衝撃や衝突が弱いと
き、および横転、転覆したときは、
エアバッグが作動しないことがあり
ます。

●正面衝突したとき、または、追突さ
れたときは、サイドエアバッグやカー
テンエアバッグは作動しません。

●エアバッグ単独では衝撃を吸収する
効果が十分ではありません。必ず、
シートベルトを正しく着用してくだ
さい。
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１●ステアリングホイールと助手席ダッシュボードには、エアバッグが組み込まれていま
す。正しく作動させるために次のことをお守りください。
・エアバッグの組み込まれた箇所にカバーをかけたり、ステッカーなどを貼らないで
ください。
・助手席側のダッシュボードの上に足や物を置いたり、立てかけたりしないでくださ
い。エアバッグがふくらむときに置いた物が飛び、ケガをするおそれがあります。
・エアバッグや近くにある部品をむやみにはずさないでください。衝突の際に作動しな
くなるおそれがあります。また、誤ってエアバッグを作動させるとケガをするおそれ
があります。
・喫煙中にエアバッグが作動するとケガややけどをするおそれがあります。
●ステアリングホイールやダッシュボードに近づきすぎる乗車姿勢では、作動したエア
バッグによりケガをするおそれがあります。
●エアバッグ警告灯が点灯しているときは、後ろ向きチャイルドシートを助手席に取り
付けないで下さい。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。
●エアバッグシステムの改造は絶対に行わないでください。

エアバッグは一度しか作動しません。フロントエアバッグ、サイドエアバッグやカーテンエ
アバッグが作動した場合は、シートや内装部材、コントロールユニットなどの交換が必要に
なります。事故の後は、必ずプジョーディーラーで点検や部品の交換を行ってください。
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１
走行する前に

●タイヤの点検
空気圧の確認
タイヤの空気圧は、スペアタイヤも含めて毎月一回ないし長距離
を走行する前に点検してください。
適正値は、運転席側のドアピラー部 * に表示されています。表
示されている値は、タイヤの温度が低いときの値です。空気圧
は走行してタイヤの温度が上昇すると増加しますので、暖まって
いる状態で空気圧が高いからといって空気を抜かないでくださ
い。

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

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

* 仕様により異なります。

使用燃料について

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

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

冬季の取り扱い

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

市販されているタイヤチェーンの中には、サイズが合っていて
も装着できないものがあります。

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

●その他
・冬季には、バッテリーに高い負荷がかかります。バッテリーは
常にフル充電にしてください。

・非常に冷え込んだ天候のときは、パーキングブレーキが凍結
することがあります。温度が非常に低い日は、パーキングブレ
ーキの使用を避け、シフトレバーを P（オートマチック車）また
は1 速（マニュアルトランスミッション車）の位置に入れて輪止
めをかけてください。

・ライト類や方向指示器などは、冬季は非常に汚れやすくなりま
す。定期的に清掃するように心がけてください。

・キーシリンダーには、潤滑剤を使用して注油しておいてくださ
い。

・ドアのゴム製シールには、凍結を防ぐためにシリコン潤滑油を
塗付します。

・空気取り入れ口は、いつもきれいに保つようにしてください。
・雪隔け時には特に車が汚れます。また、融雪剤には塩分を含ん
でいるものがあります。こまめに車全体を洗浄し、車体の下や
ホイールアーチ部もよく洗ってください。
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１
保安炎筒

車室内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、新品をお求めになり交換してく
ださい。

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

●ガソリンなどの可燃物の近くでの使
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。

●非常用信号としてのみご使用くださ
い。

●トンネル内ではハザードランプを使
用してください。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。

触媒コンバーター

プジョー3008には、日本の排気ガス基
準に適合させるために、車体中央部の下
に触媒コンバーターが装着されています。

●触媒コンバーター装着車につい
てのご注意

・燃料は、必ず無鉛ガソリンを使用して
ください。有鉛ガソリンは触媒をいた
めます。

・燃料は早めに補給してください。
・ミスファイヤ等のエンジン不調のとき
は、運転を避け、故障箇所を直ちに修
理してください。

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

●長時間のエンジンの空ぶかしはしな
いでください。触媒コンバーターが
過熱して発火、火災にいたることが
あります。
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２

キー、リモコン

キー
運転席側のドアを施錠または解錠する
と、すべてのドアやテールゲートの施錠・
解錠が同時にできる集中ドアロックシス
テムを採用しています。
ドアミラーも連動して展開・格納*され
ます。
ただし、ドアやテールゲートが開いてい
る状態では、集中ドアロックは作動しま
せん。
鍵部分は折り畳んでリモコン内に格納
することができます。ボタンAを押すと、
鍵が出ます。
折り畳むときは、ボタンAを押したまま
鍵をもとの位置に戻します。

●解錠
設定により、リモコンを使用して、
１．	すべてのドア、テールゲートを解錠

する＝通常解錠モード
２．	運転席ドアのみ解錠する＝選択解錠

モード
を選ぶことができます。
設定はマルチファンクションコントロー
ラーで行います。

初期設定では、通常解錠モードになっ
ています。

通常解錠モード
車に向けてリモコンの解錠ボ
タンを押す、または、フロン
トドアにある鍵穴にキーを差
し込み、前方に回すと、すべ

てのドアおよびテールゲートのロックが
同時に解錠されます。ドアミラーも同時
に展開します。
リモコンで解錠すると、ハザードランプ
が約2秒間点滅します。

選択解錠モード
車に向けてリモコンの解錠ボ
タンを１回押すと、運転席ドア
だけが解錠されます。
もう一度解錠ボタンを押すと、

その他のドアおよびテールゲートのロッ
クが解錠されます。運転席ドアが解錠さ
れると、ハザードランプが約2秒間点滅
します。ドアミラーは最初の解錠で展開
します。

解錠後、30秒以内にドアを開けない
と、自動的に再びロックされます。

*仕様により異なります。
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２

●施錠
車に向けてリモコンの施錠ボ
タンを押す、または、フロン
トドアにある鍵穴にキーを差
し込み、後方に回すと、すべ

てのドアおよびテールゲートのロックが
同時に施錠されます。ただし完全に閉
まっていないドアやテールゲートがある
と施錠されません。ドアミラーも同時に
格納されます。
リモコンで施錠すると、ハザードランプ
が約2秒間点灯します。
リモコンの施錠ボタンを２秒以上押し続
けると、開いているウィンドウがあれば
自動的に閉じます。

解錠／施錠とドアミラーの展開／格納
を連動しないようにすることができま
す。プジョーディーラーにお申しつけ
ください。

●スーパードアロック
盗難防止のために、仮にガラスを壊すな
どしても内側からドアロックが解除でき
なくなる機能です。

リモコンを使用してスーパーロックをする
施錠ボタンを押してすべてのドアおよび
テールゲートのロックを施錠してから、
または、施錠ボタンを２秒以上押し続け
てウィンドウを閉じてから５秒以内にも
う一度押します。
ハザードランプが約2秒間点灯し、スー
パードアロックがかかります。

キーを使用してスーパーロックをする
キーを鍵穴に入れて後方に回して施錠し
てから、または、２秒以上その位置で
保持してウィンドウを閉じます。その後、
５秒以内にもう一度回します。

●車内に人がいる時は、スーパードア
ロックをかけないでください。車内
からドアロックが解除できず、閉じ
込められてしまいます。

●お子さまだけを車内に残して車を離
れないでください。思わぬ事故やケ
ガのもととなります。
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●リモコンの初期化
電池交換の後などにリモコンが作動しな
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．イグニッションを再びオンにします。
3．	直ちにリモコンの施錠ボタンを数秒

間押します。
4．	イグニッションをオフにして、キーを

抜きます。

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

●車を離れる際、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
ようご注意ください。気がつかない
うちに車のロックが解除されてしま
うおそれがあります。

　また、車から離れたところで何度も
ボタンを押すと、認識されなくなる
ことがあります。その際は初期化を
してください。

●交換用電池はプジョーディーラーで
お求めいただけます。

●環境汚染防止のため、使用済みの
電池は正しく廃棄してください。

●電池（CR1620 3V）の交換

リモコンの電池が消耗すると、警告音と
共にシステム警告灯が点灯し、マルチファ
ンクションディスプレイにメッセージが
表示されます。
コインなどでケースを開け、電池を交換
してください。

●電池交換の際には、お子さまが誤っ
て飲み込むなどしないよう注意して
ください。
●リモコンの電波が心臓ペースメー
カーなど医療用機器に影響をおよ
ぼすおそれがあります。事前に医療
用機器メーカーなどに確認してくだ
さい。
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イモビライザー
（盗難防止システム）

プジョー3008には、エンジンイモビラ
イザー（盗難防止装置）が装備されてい
ます。
これはイグニッションキーの内部に車を
識別する装置が内蔵されており、車側と
のコードが合致しないときは、エンジン
の始動ができないようにするものです。

イグニッションキー
車とともにお渡しするイグニッションキー
の内部（プラスチック部分）には、車を識
別する電子装置が内蔵されています。
それぞれのキーは、車ごとに個別のコー
ドが登録されています。イグニッション
スイッチをオンにすると、車のイモビラ
イザーシステムがこのコードを読みとっ
て、エンジンの始動を可能にします。
もしコードが設定されていなかったり異
なるコードのときは、エンジンを始動す
ることはできません。
イグニッションをオフにすると、システム
は直ちにエンジンをロックします。

システムに異常が発生したとき
は、イグニッションスイッチをオ
ンにすると、警告灯が点灯し、

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ます。
エンジンは始動しません。
プジョーディーラーで点検を受けてくだ
さい。

●車から離れるときは、短い時間で
あってもキーを抜いてください。

●エンジンイモビライザーの改造をし
ないでください。故障の原因になる
おそれがあります。

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

●キーに重いアクセサリーを取り付け
ないでください。キーを差し込んだ
際にイグニッションスイッチに負荷
がかかり、故障の原因となります。
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コンフィデンシャルカード

コンフィデンシャルカード

お客様のお車には、プジョーディーラー
において車両のイモビライザーにかかわ
る作業をする際やスペアキー作成などを
行う際に必要な暗証番号を記録した、「コ
ンフィデンシャルカード」が付属してい
ます。

このカードは、作業で必要となるときま
でシールをはがさずに、お車とは別の場
所に大切に保管してください。

スペアキー
お車とともにお渡しするスペアキーにも
コードが登録されています。
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、登録作業をお申し付けください。

●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
めに他のキーを登録し直して失った
キーを無効にする（エンジンをかけ
られなくする）ことをお勧めします。
お近くのプジョーディーラーにご相
談ください。

●「コンフィデンシャルカード」は熱
によって変形したり、暗証番号の読
み取りが難しくなることがあります。
高温となる場所を避けて適切に保管
してください。

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

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

●車外からドアを開ける

ドアロックを解錠後、ドアハンドルを引
いて開けます。

●車内からドアを開ける

内側ドアハンドルを引くと、全てのロッ
クが解除されます。

スーパードアロックされているときは
ドアハンドルでは一切ドアを開けるこ
とができません。

●半ドア警告
ドアを完全に閉めずにエンジンを始動さ
せると、マルチファンクションディスプレ
イにメッセージが数秒間表示されます。
また、半ドア警告灯も点灯します。その
まま走行すると、時速10Km以下では警
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数秒間表示され、
警告灯も点灯します。

マニュアルロック（非常時）

バッテリー上がりなどで、集中ドアロッ
クが作動しないときには次の方法でドア
をロックすることができます。
フロントドアは、キーをドアのキー穴に
差し込み施錠または解錠をします。
その他のドアは、ドア端部の穴にキーを
差し込み外側に1／4回転させてからドア
を閉めると施錠できます。
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ドアロック／オートドアロック

ロックボタンAを押すと、車両の施錠が
できます。
施錠するとインジケーターが点滅します。
ただし、ドアのいずれかが開いている場
合には内側からの集中ロックはできませ
ん。
解錠するときはボタンAを再度押してく
ださい。

外側から施錠されていた場合、もしく
はスーパーロックがかかっていた場合、
ボタンのインジケーターは点滅し、機
能しません。
このような場合には、リモコンもしく
はキーを使って解錠してください。

●オートドアロック機能
時速10Km以上で走行すると、自動的に
施錠されます。
完全に閉まっていないドアがあると、オー
トドアロックは作動しません。
テールゲートが開いたままでもオートド
アロックは作動します。
時速10Km以上で走行中にロックボタン
Aを押すと、ドアおよびテールゲートの
ロックが一時的に解錠されます。

●オートドアロック機能のオン／オフ

機能をオンにするには
ボタンAを2秒以上押し続けます。
マルチファンクションディスプレイに確認
のメッセージが表示されます。

機能をオフにするには
ボタンAを再度2秒以上押し続けます。
マルチファンクションディスプレイに確認
のメッセージが表示されます。

車両が強い衝撃を受けるとドアロック
は解錠されます。
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パワーウィンドウ／チャイル
ドセーフティ

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
③：後席右側ウィンドウ開閉スイッチ
④：後席左側ウィンドウ開閉スイッチ
⑤：チャイルドセーフティボタン

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

*仕様により異なります。

●ワンタッチ開閉
スイッチを1回強く押すか引くと、スイッ
チから手を離しても、ウィンドウは自動
的に全開閉します。

途中で止めるときは、再度スイッチを押
すか引きます。

●･イグニッションをオフにしてから約
45秒間、または、ドアを開けてか
ら施錠するまで*、パワーウィンドウ
の操作ができます。それ以降は、再
度イグニッションをオンにしてから
操作をしてください。

●･運転席側のスイッチで運転席以外の
パワーウィンドウの操作ができない
ときは、開閉したいウィンドウにあ
るスイッチを操作してください。

●･10回以上連続してウィンドウの全
閉、全開をすると、保護機能が働き
ます。1分間閉じる機能のみが作動
します。
ウィンドウが全閉してから約40分後
に、再び操作が可能になります。

挟み込み防止機能
パワーウィンドウには、挟み込み防止機
能が付いており、障害物があると上昇を
やめて数センチ下降します。
冬期など氷結のために挟み込み防止機
能が働いてしまい、ウィンドウを閉じる
ことが出来ないときは、以下のようにし
てください。
1．一度完全にウィンドウを下げます。
2．直ちにウィンドウが完全に閉まるま

でスイッチを引き続けてください。

パワーウインドウ挟み込み防止機能が
機能しなくなったら、ただちにプジョー
ディーラーへご連絡ください。
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チャイルドセーフティボタン

ボタン⑤を押すと、車内から後席ドアを
開けられなくなり後席のパワーウィンド
ウスイッチによる操作もできなくなりま
す。お子さまの危険防止に有効です。
運転席での操作はいつでも可能です。

イグニッションがオンのときにボタンAを
押すと、インジケーターが点灯し、マル
チファンクションディスプレイにメッセー
ジが表示され、チャイルドセーフティが
オンになります。

インジケーターが点灯／消灯以外のと
きは、チャイルドロックに異常があり
ます。プジョーディーラーで点検を受
けてください。

チャイルドセーフティは、ドアロックの
作動とは別に独立して作動します。車
両が強い衝撃を受けると、チャイルド
セーフティは自動的に解除され、非常
時に、後席からの脱出を可能にします。

●パワーウィンドウの再初期化
バッテリーをはずした後など正常に動作
しないときは、以下の手順で初期化をし
てください。
１．	ウィンドウが止まるまでスイッチを引

きます。
2．	スイッチを引くとウィンドウが数セン

チ上がります。完全に閉まるまで繰
り返します。

3．	ウィンドウが完全に閉まったあと約１
秒間、スイッチを引き続けます。

４．	スイッチを押して完全にウィンドウを
下げます。

５．	ウィンドウが完全に下がったあと約
１秒間スイッチを押し続けます。

●運転者が運転席以外のウィンドウを操
作する場合は、ウィンドウを閉めるのに
障害物がないか確認をしてください。

●ウィンドウを閉めているとき、誤っ
て障害物などが接触したときは、た
だちにウィンドウを開けてください。

●乗員がウィンドウを閉める際には運
転者がその操作に対して注意を払っ
てください。

●お子さまにはウィンドウの操作をさ
せないでください。

●車から離れるときは、短い時間で
あってもキーを抜いてください。

初期化中は挟み込み防止機能は働き
ません。安全に配慮してください。

洗車場などで高圧洗浄する場合、洗
浄ノズルを少なくとも50センチ以上
ウィンドウやドアシールから離してご
使用ください。
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パノラミックガラスルーフ ●手動で開閉するとき
スイッチAを軽く押したり引いている間
だけサンシェードが開閉します。スイッ
チAから手を離すと同時にサンシェード
も停止します。

●自動で開閉するとき
スイッチAを１回強く押すか引くと、サン
シェードは自動的に全開閉します。
途中で止めるときは、再度スイッチAを
押します。

挟み込み防止機能
パノラミックガラスルーフには、挟み込
み防止機能が付いており、自動閉作動中
に障害物があるとサンシェードが止まっ
て少し開きます。

初期化
サンシェードへの給電が停止した場合
は、全閉するまでスイッチAを押し続け
て、挟み込み防止機能を初期化してくだ
さい。

サンシェードが閉じているとき、または
閉じた後にサンシェードが自動的に開い
たときは、以下のようにしてください。
１．	スイッチAを引いてサンシェードを全

開します。
２．	スイッチAを押してサンシェードを全

閉します。

この操作中、挟み込み防止機能は働
きません。

●サンシェードを操作するときは、障
害物がないか確認をしてください。
誤って接触したときは、ただちにサ
ンシェードを開けてくだい。

●同乗者がサンシェードを操作すると
きも十分に注意してください。

●お子さまにはサンシェードの操作を
させないでください。



122-

各部の開閉のしかた

２

2分割式テールゲート

アッパーテールゲート

開けるとき
ドアの施錠・解錠と連動しています。
あらかじめドアロックを解除してから、
ボタンAを押して持ち上げます。

テールゲートを開けるときは、まわ
りに人がいないことを確認してくださ
い。

閉めるとき
ハンドルBに手をかけて引き下げます。

アッパーテールゲートを閉める前に、必
ずロアテールゲートが確実にロックされ
ていることを確認してください。

ロアテールゲート

開けるとき
レバーCを右に操作して、ロアテールゲー
トDをゆっくり倒します。

けん引ボルトが装着されているとき
は、ロアテールゲートを開けないでく
ださい。
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閉めるとき
ロアテールゲートDをロックするまで確
実に起こします。

ロアテールゲートを閉めるときは、人
や物が可動部付近にはさまれないよう
に注意してください。重大なケガおよ
び車両への損傷のおそれがあります。

安全上、操作上、法律上の理由で、テー
ルゲートを開けた状態での走行はしな
いでください。

ロアテールゲートに飛び乗ったり、強
い衝撃を与えたりしないでください。
ロアゲートが損傷するおそれがありま
す。

ロアテールゲートが開いているときの
許容荷重は200Kgです。
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フュエルリッド（給油口）

フュエルリッド
給油口のフラップを開きます。

フュエルキャップ
1．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。
2．はずしたキャップは、フラップの内

側に掛けておきます。
3．給油ノズルのオートストップが3回働

いたら、それ以上給油口にあふれる
まで給油しないでください。燃料タ
ンクの容量は約60リットルです。

4．給油が終わったらキャップをロック
します。

フュエルゲージの故障
フュエルゲージに不具合が発生すると
ゲージの針がゼロ以下を示します。
プジョーディーラーにご連絡ください。

警告音とともにこの警告灯が点
灯し、マルチファンクションディ
スプレイにメッセージが表示さ

れたときは、燃料が少なくなっています
（約5リットル）。
約50Km以内の走行が可能ですが、車
や走行条件にもよります。早めに燃料を
補給してください。
もし燃料をすべて使用してしまった場合、
少なくとも5リットル以上は給油してくだ
さい。

●給油中はエンジンを停止してくださ
い。

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

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

キーはキャップをロックしないとキー
穴から抜けません。
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ボンネット ●ボンネットを開けるには
1．前席左側ドアを開き、ドアシル部に

あるレバーAを引きます。
2．ボンネットの下のロックレバーBを向

かって左側に動かしてから持ち上げ
ます。

ボンネットを開ける際には、6-3ページ
の警告をお読みください。

●ボンネットを固定するには
ボンネットを開き、支柱Cをキャッチに
固定します。
閉めるときには、支柱Cを元の位置に戻
します。

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

ボンネットを閉めたあと、ロックされ
たことを確認してください。
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アラーム

プジョー3008には、車の盗難や車の内
外へのいたずらを防止するアラームシス
テムが備えられています。

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

内部検知：	監視状態で、ウィンドウが壊
されたり、車内の動きを感知
すると作動します。

改ざん検知：	サイレンやコントロールユ
ニット、バッテリーの接続
が切断されると作動しま
す。

●アラームのセット
1．イグニッションをオフにして、車の外

へ出ます。
2．リモコンを使用してロックまたはスー

パードアロックします。
3．アラームボタンAのインジケーターが

1秒間に1回点滅して、アラームがセッ
トされます。

●アラームの解除
1．リモコンを使用して解錠します。
2．アラームボタンAのインジケーターが

消灯して、アラームが解除されます。

●アラームの作動
約30秒間、警報が鳴ってハザードラン
プが点滅します。その後、アラームは停
止しますが、引き続きセット状態が維持
されます。

●外部検知アラームだけのセット
車内にペットなどを残したり、ウィンドウ
を少し開けた状態で車を離れるときは、
内部検知をキャンセルする必要がありま
す。
1．イグニッションをオフにしてから10秒

以内に、アラームボタンAのインジ
ケーターが連続点灯するまでアラー
ムボタンAを押します。

2．車の外へ出ます。
3．リモコンを使用してロックまたはスー

パードアロックします。
4．アラームボタンAのインジケーター

が1秒間に1回点滅して、外部検知ア
ラームだけがセットされます。

内部検知は、アラームを解除すると回
復します。内部検知をキャンセルする
必要があるときは、イグニッションを
オフにする度に設定してください。
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●リモコンの故障
アラームのセット状態でリモコンによる
解錠ができないときは、次のようにア
ラームを解除します。
1．	キーを使用して運転席ドアを解錠し

ます。
2．	ドアを開けます。（アラームが作動）
3．	イグニッションをオンにします。（ア

ラームが停止）

●アラームの故障
イグニッションをオンにしたとき、アラー
ムボタンAのインジケーターが10秒間点
灯する場合は、アラームに異常がありま
す。
プジョーディーラーで点検を受けてくだ
さい。

*仕様により異なります。

●アラームの自動セット*
次のようなとき、アラームが自動的にセッ
トされます。
－	 ドアやテールゲートの状況に関わら

ず、リモコンを使用して施錠してか
ら45秒経過する。

－	 ドアまたはテールゲートが閉じられ
てから2分経過する。

ドアやテールゲートを開けたときに、偶
然アラームが作動することのないよう
に、開ける前にリモコンの解錠ボタンを
もう一度押してください。

	

アラームシステムの改造をしないでく
ださい。

●アラームが連続して10回作動する
と、11回目で作動が停止します。

●アラームボタンAのインジケーター
が早く点滅しているのは、車を離れ
ている間にアラームが作動したこと
を示しています。

●以下のときは、アラームが作動する
のを防ぐために、キーを使用して施
錠するなど、アラームをセットしな
いでください。
－･洗車するとき
－･バッテリーを取りはずすとき
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エンジンの始動

●イグニッションキーの位置
①ストップ位置：イグニッションはオフと

なります。
②1ノッチ目：ラジオやパワーウィンドウ

などのアクセサリー装備が
使用できます。

	 イグニッションがオンとな
り、警告灯類が点灯します。

③始動位置：エンジン始動後、手を離す
と1ノッチ目に戻ります。

●エンジンの始動
1．シフトレバーをP（オートマチックトラ

ンスミッション車）またはNの位置に
します。

2．パーキングブレーキがかかっている
ことを確認します。

3．ブレーキペダルまたはクラッチペダル
（マニュアルトランスミッション）を
踏みながらイグニッションキーを始
動位置まで回します。

4．スターターが回り、エンジンが始動
します。

5．エンジンが始動したら、キーから手
を放します。

エンジン始動後は、不必要に長い時
間の暖気運転は必要ありません。

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

●走行中はイグニッションをオフにし
ないでください。エンジンが停止す
ると、ブレーキ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さい。
　ステアリングがロックされ、操舵が
できなくなり事故を起こすおそれが
あります。また、ステアリングロッ
クの改造をしないでください。

●エンジンを始動するときは、必ず
パーキングブレーキがかかっている
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。

●換気の悪い場所ではエンジンをか
けないでください。

●エンジンがかかっている間は、車か
ら離れないでください。
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ステアリング／ホーン

●チルトステアリング
ロックレバーを手前に引くと、チルトステ
アリングのロックが解除されます。
ステアリングホイールの高さや奥行きを
調整し、ロックレバーを押し下げてロッ
クしてください。

チルトステアリングの調整は、車を停
止して行ってください。

●ホーン
ステアリングホイールのスポークを押し
てください。

ホーンを使用する際には、節度を守り、
差し迫った危険を感じるなどの緊急の
場合に使用してください。
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●シフトタイミングインジケーターの
機能をオフにすることはできません。

●追い越しするときなどアクセルペダ
ルを強く踏み込んだときは表示され
ません。

●シフトタイミングインジケーターは、
以下の変速はうながしません。
・1速への変速
・リバースギアへの変速
・シフトダウン

●安全かつ円滑にエンジンを始動する
ため、以下の点にご注意ください。
・シフトレバーをNにする。
・クラッチペダルを踏む。
●シフトタイミングインジケーターは
あくまで燃費向上のための機能で
す。実際のギアシフトは運転者が周
囲の交通量や安全性に応じて判断し
ておこなってください。誤った変速
は事故につながるおそれがあります。

*仕様により異なります。

6速マニュアルトランスミッ
ション*

●後退するときは
誤操作を防ぐため、シフトレバー下のリ
ングを引きあげて、シフトレバーをいっ
たん左方向に動かしてから、前方に動か
します。

シフトレバーをRに入れるときは、車
を停止させエンジン回転をアイドリン
グ状態にしてください。

●シフトタイミングインジケーター
燃費向上のために効率的な変速をうなが
します。

シフトアップをうながして燃費向上のア
ドバイスをします。
アクセルペダルを軽く踏んで運転してい
る状況で、システムが燃費向上の観点か
ら現在のギアよりも1段または2段高い
ギアを使用したほうが良いと判断した場
合、メーターパネルに矢印のマークと推
奨ギア*が表示されます。
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オートマチックトランスミッ
ション（シフトレバー）*

シフトゲート

①：シフトレバー
②：スポーツモードボタン
③：スノーモードボタン

*仕様により異なります。

シフトポジション

シフトポジションは、メーターパネル内
のインジケーターに表示されます。

P．パーキング：駐車するときに使用し
ます。
エンジンを始動できます。パーキングブ
レーキを併用してください。

R．リバース：後退します。
エンジンがアイドリング状態で、車が停
止している時にシフトしてください。

N．ニュートラル：エンジンを始動でき
ます。
パーキングブレーキを併用してください。

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．マニュアルシフトポジション：＋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。

この表示が点灯したときは、
オートマチックトランスミッ
ションのプログラム不良です。
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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リングまで下がっ
ていることを確認してください。

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
3008のティプトロニックタイプオート
マチックトランスミッションでは、スポー
ツ、スノーの2つのモードの選択が可能
です。シフトゲート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には、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：エンジンのパ
フォーマンスを最大限に発揮
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
道に合わせた穏やかな変速パ
ターンが選択されます。

マニュアルモードで走行しているとき
は、スポーツやスノーモードの選択操
作はできません。

クリープ現象
停車中にシフトレバーをD、RまたはM位
置にすると、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。そのため、
お子さまが乗車しているときは、エンジ
ンを始動したままお子さまだけを残して
車を離れないでください。
点検のためにエンジンをかけたまま車外
に出るときは、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。

キックダウン
追い越しなどで急加速したいときは、シ
フトレバーには手を触れずにアクセルペ
ダルをいっぱいに踏みこんでください。
シフトダウンが起こり、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。またブレーキを踏む
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。ただし、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。

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。
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シフトロック
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。

シフトレバーがPに入っているときに
バッテリーが上がると、シフトロック
は解除されず、レバーを動かすことが
できません。無理にレバーを動かすと
破損するおそれがあります。

警告音と共にこの警告灯が点灯
し、マルチファンクションディス
プレイにメッセージが表示され

たときは、システムはセーフモードに入り
３（3速）に固定されて走行します。
PやNからRにシフトしたときに、大きな
ショックを伴うことがありますがトラン
スミッションを損傷することはありませ
ん。時速100Km以下の速度で走行して、
プジョーディーラーで点検を受けてくだ
さい。
この警告灯はドアが開いているときにも
点灯することがあります。

●走行中は、シフトレバーを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り事故
を起こすおそれがあります。

●車から離れるときは、シフトレバー
をPの位置に入れてパーキングブ
レーキをかけてください。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。

	 停車後、シフトレバーがP以外の位
置にあるとドアを開けるかイグニッ
ションをオフにして45秒経過した
場合に、警告音とともにマルチファ
ンクションディスプレイにメッセー
ジが表示されます。

●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。

●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
レーキがかかっていることを確認し
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。

●シフトレバーをNからDまたはRに
入れるときは、ブレーキペダルを
しっかりと踏みながら行ってくださ
い。急発進して人や物を傷つけるお
それがあります。

車が完全に停止する前にシフトレバー
をPやRに入れないでください。トラ
ンスミッションを破損するおそれがあ
ります。
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エレクトリックパーキングブ
レーキ

エレクトリックパーキングブレーキには、
以下の機能があります。

・	エンジンが停止したときに自動的に
パーキングブレーキをかけ、パーキン
グブレーキ作動中にアクセルペダル
を踏むとパーキングブレーキが自動的
に解除されるオートマチックエレクト
リックパーキングブレーキ機能

・	パーキングブレーキスイッチAの操作
でパーキングブレーキの作動／解除を
いつでも手動で行うことができる手動
作動機能

●オートマチックエレクトリック
パーキングブレーキの作動

パーキングブレーキをかける
エンジンを停止するとエレクトリック
パーキングブレーキが自動的にかかり	
ます。

パーキングブレーキが
かかると、メーターパ
ネルのブレーキ警告灯

とパーキングブレーキスイッチA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	“Parking 
brake on （パーキングブレーキ作動）”
と表示されます。

パーキングブレーキを解除する
マニュアル車は、1速またはリバースギア
でクラッチペダルを踏みながら、オートマ
チック車は、シフトレバーがD、MまたはR
の位置でアクセルペダルを踏むとエレクト
リックパーキングブレーキが自動的に徐々
に解除されます。

パーキングブレーキ
が完全に解除される
と、メーターパネルの

ブレーキ警告灯とパーキングブレーキス
イッチAのインジケーターが消灯します。
また、マルチファンクションディスプレイ
に	“ Parking brake off （パーキングブ
レーキ解除）”と表示されます。
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●オートマチックエレクトリック
パーキングブレーキ機能の解除

オートマチックエレクトリックパーキング
ブレーキは、機能をオフ（自動締結／解
除の非作動）にすることができます。設
定はマルチファンクションディスプレイの
Vehicle parametersメニューで行いま
す。

機能をオフにすると、メーター
パネルのオートマチックパーキ
ングブレーキ解除表示灯が点
灯します。

この表示灯が点灯しているときは、パー
キングブレーキの操作をすべて手動で行
う必要があります。

初期設定ではオートマチックエレクト
リックパーキングブレーキ機能はオン
に設定されています。

●パーキングブレーキの手動操作
パーキングブレーキをかける
エンジンの作動状態に関わらず、停車中
にパーキングブレーキスイッチAを手前
に引くと、パーキングブレーキがかかり
ます。

パーキングブレーキが
かかると、メーターパ
ネルのブレーキ警告灯

とパーキングブレーキスイッチA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“ Parking 
brake on（パーキングブレーキ作動）”
と表示されます。

オートマチック車は、エンジン作動中
にシフトレバーがP以外の位置でパー
キングブレーキをかけずに運転席ドア
を開けると、警告音とともにメッセー
ジが表示されます。

パーキングブレーキを解除する
イグニッションがオンのとき、またはエ
ンジン作動中にブレーキペダルを踏みな
がら、パーキングブレーキスイッチAを
手前に引いて放すと、パーキングブレー
キが解除されます。

パーキングブレーキ
が完全に解除される
と、メーターパネルの

ブレーキ警告灯とパーキングブレーキス
イッチAのインジケーターが消灯します。
また、マルチファンクションディスプレイ
に“ Parking brake off（パーキングブ
レーキ解除）”と表示されます。

ブレーキペダルを踏まずに
パーキングブレーキスイッチ
Aを手前に引くと、パーキ
ングブレーキは解除されず、

メーターパネルに警告灯が点灯しま
す。
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最大制動力が必要な場合
以下のような場合は、前輪を歩道側に向
け、マニュアル車は、必ずギアを入れて
からパーキングブレーキの制動力を最大
にして駐車してください。
１．	トレーラー等をけん引しているときに、

オートマチック機能が作動状態でパー
キングブレーキを手動で操作する場合

２．	重い荷物を積んだりトレーラー等をけ
ん引している状態で、勾配のある場所
に駐車する場合

最大制動力でパーキングブレーキをかけ
るには、マルチファンクションディスプレ
イに“ Parking brake on（パーキングブ
レーキ作動）”と表示され、アラーム音
が鳴るまでパーキングブレーキスイッチ
Aを引き続けます。

最大制動力でパーキングブレーキをか
けた後は、パーキングブレーキの解除
に通常より時間がかかります。

●エンジンをかけて停車しているとき
は、誤ってアクセルペダルを踏まな
いように注意してください。オート
マチックエレクトリックパーキング
ブレーキ機能を作動させている場
合、ブレーキが解除され、お車が飛
び出すおそれがあります。

●駐車してお車を離れるときは、ブ
レーキ警告灯が点灯していることを
確認してください。

●気温が低下して路面が凍結するよう
な状況やトレーラー等をけん引する
ときは、オートマチックエレクトリッ
クパーキングブレーキ機能をオフに
してください。

●エレクトリックパーキングブレーキ
は、お子さまでも簡単に解除できま
す。イグニッションをオンにしたまま
の状態で、お子さまを車内に残して
車を離れないでください。

●坂道に駐車するときには、タイヤを
路肩に斜めにあててパーキングブ
レーキをかけてください。

●パーキングブレーキ作動中にパーキ
ングブレーキが故障、またはバッテ
リーが上がったときは、パーキング
ブレーキを強制解除することができ
ます。
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●非常ブレーキ

ブレーキシステム（フットブレーキ）が故
障したり、運転者が運転不能な状態に
陥ったときなどの緊急時には、パーキン
グブレーキスイッチAを引き続けて車両
を停止します。
非常ブレーキ作動中は、ESPが作動し
て、車の安定性を確保します。

非常ブレーキの使用は、緊急時のみ
にとどめてください。

この警告灯が点灯していると
きは、ESPシステムに異常が
あり、ESPによる車の安定性
は確保されません。パーキン

グブレーキスイッチAを繰り返し操作し
て安定性を確保してください。

非常ブレーキが故障すると、マルチファン
クションディスプレイに	“Parking brake 
fault （パーキングブレーキ故 障）”、
または	“ Parking brake control fault 
（パーキングブレーキ制御故障）”と表示
されます。
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●パーキングブレーキの強制解除
エレクトリックパーキングブレーキに異
常があるときやバッテリーが上がって
パーキングブレーキが解除できないとき
は、つぎの方法で強制解除します。

１．	エンジン作動状態で、マニュアル車は
1速、オートマチック車はシフトレバー
をPの位置で停車します。

上記ができないときは、作業を中止し、
ただちにプジョーディーラーにご連絡
ください。

２．	エンジンを停止してイグニッションはオ
ンのままにします。

３．	輪止めとブレーキ解除ツールをラゲッ
ジルームから取り出します。

４．	輪止めをどちらかの後輪の前後にかけ
て車を固定します。

５．	助手席を一番後ろまで下げます。
６．	助手席下にあるカーペットをめくっ

てプラグBを引き上げます。
７．	ブレーキ解除ツールでチューブDの

キャップCを取りはずします。
８．	チューブDにブレーキ解除ツールを

差し込みます。
９．	ブレーキ解除ツールを時計方向に回

します。
10.	ブレーキ解除ツールと輪止めを取り

はずします。
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●安全のため、ブレーキ解除ツールは
最後まで、またはカチッと音がする
まで回してください。
●パーキングブレーキを強制解除した
後は、車を停止できなくなるおそれ
があります。また、手動でパーキン
グブレーキをかけることはできませ
ん。
●安全のため、パーキングブレーキ
を強制解除した後は、ただちにプ
ジョーディーラーで点検を受けてく
ださい。

●ブレーキ解除ツールを使用している
ときは、パーキングブレーキスイッ
チAを操作したり、エンジンを始動
しないでください。
●プラグB付近に水分やほこりが浸入
したり付着しないように注意してく
ださい。

●強制解除後は、イグニッションをオ
フにして再度オンにすると、パーキ
ングブレーキは初期化されます。初
期化され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。

●強制解除後は、パーキングブレーキ
が作動するまでに通常より少し時間
がかかる場合があります。
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ヒルスタートアシスタンス
ヒルスタートアシスタンスは坂道発進を
補助するための機能で、ブレーキペダル
から足を離しても一定時間（ブレーキペ
ダルからアクセルペダルまで足を移動す
る間）ブレーキがかかった状態を維持し
ます。

この機能は以下の条件がすべてそろった
ときに作動します。
・	坂道で車が完全に停止してブレーキペ

ダルが踏まれている。
・	運転席ドアが閉まっている。

●登り坂で前方へ発進するとき

つぎのとき、ブレーキペダルから足を放
すと一定時間ブレーキがかかった状態を
保ちます。
・	マニュアル車：1速またはニュートラル
・	オートマチック車：シフトレバーがDま

たはM

●下り坂で後方へ発進するとき

シフトレバーがRのとき、ブレーキペダ
ルから足を離すと一定時間ブレーキがか
かった状態を保ちます。
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ヒルスタートアシスタンスの故障

ヒルスタートアシスタンスに異常が発生
した場合に点灯します。プジョーディー
ラーで点検を受けてください。

ヒルスタートアシスタンス作動中は、
車から出ないでください。やむをえず
エンジンをかけたまま駐車して車を離
れるときは、パーキングブレーキをか
け、メーターパネルのブレーキ警告灯
とパーキングブレーキスイッチのイン
ジケーターが点灯していることを確認
してください。

ヒルスタートアシスタンスの機能を解
除することはできません。
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故障表示一覧

エレクトリックパーキングブレーキ故障警告灯が点灯し、つぎのいずれかが表示されたときは、車を安全な場所に停車し、ただちにプ
ジョーディーラーにご連絡ください。

故障表示 影響／対処方法

・	バッテリー上がり ・	バッテリー警告灯が点灯したときは、ただちに安全な場所に停車してください。必要に
応じて輪止めをしてください。

・	エンジンを停止する前にエレクトリックパーキングブレーキをかけてください。

・	“ Parking	brake	fault	 	
（パーキングブレーキ故障）”表示

・	以下が点灯

・	オートマチックエレクトリックパーキングブレーキ機能は作動しません。
・	ヒルスタートアシスタンスは使用できません。
・	エレクトリックパーキングブレーキは手動操作のみ可能です。

・	“ Parking	brake	fault	 	
（パーキングブレーキ故障）”表示

・	以下が点灯

・	ブレーキペダルを踏むことによりエレクトリックパーキングブレーキを手動で解除するこ
とができます。

・	ヒルスタートアシスタンスは使用できません。
・	オートマチックまたは手動操作でエレクトリックパーキングブレーキをかけることができ

ます。
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故障表示 影響／対処方法

・	“ Parking	brake	fault	 	
（パーキングブレーキ故障）”表示

・	以下が点灯

・	場合により以下が点滅

・	オートマチックエレクトリックパーキングブレーキ機能は作動しません。
・	ヒルスタートアシスタンスは使用できません。
エレクトリックパーキングブレーキをかけるには、以下の操作をしてください。
１．	車を停止してイグニッションをオフにします。
２．	パーキングブレーキスイッチを少なくとも5秒以上引き続けて最大制動力をかけます。
３．	イグニッションをオンにして、ブレーキ警告灯が点灯していることを確認します。
注意：
・	パーキングブレーキが作動するまでに通常より少し時間がかかる場合があります。
・	イグニッションをオンにしたとき、ブレーキ警告灯が点滅する、または消灯したままのと

きは、プジョーディーラーで点検を受けてください。車は平らな場所に駐車してください。
エレクトリックパーキングブレーキを解除するには、以下の操作をしてください。
１．	イグニッションをオンにします。
２．	パーキングブレーキスイッチを約3秒間引き上げ続けます。

・	“ Parking	 brake	 control	 fault	 -	
automatic	mode	acitivated（パーキ
ングブレーキ制御故障	- オートマチッ
クモード作動）”表示

・	以下が点灯

・	場合により以下が点滅

・	エンジン停止時の自動締結およびアクセルを踏んだときの自動解除のみ作動します。
・	エレクトリックパーキングブレーキの手動締結／解除ができません。
・	非常ブレーキは作動しません。
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ESP（エレクトロニックスタ
ビリティプログラム）

ESPは急なハンドル操作や急ブレーキ
時および滑りやすい路面の走行時など
に、次の機能を総合的に制御して運転を
補助し車両の安定性を高めます。
・	ABS（アンチロックブレーキシステム）
・	EBFD（電子式制動力制御装置）
・	EBA（ブレーキアシスト）
・	ASR（トラクションコントロール）

ABS（アンチロックブレーキシステム）
電子式制動力制御装置（EBFD）を備え
たABSシステムは、ホイールがロックし
そうになるとABSが作動して、滑りやす
い路面での操縦安定性を向上させます。

ブレーキアシスト（EBA）
ブレーキアシストシステムは、急ブレー
キ時のペダルの動きに応じて作動し、ブ
レーキの効きを最大限に高めて停止距離
を短縮する装置です。

トラクションコントロール(ASR)
急加速時のホイールスピンを防止して、
車の走行安定性を向上させる機能です。

●イグニッションをオンにしたまま、ホ
イールやタイヤ交換などの作業を行
い、シャフトを回転させると、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。
プジョーディーラーにご相談くださ
い。

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

システムの異常
警告音とともにこの警告灯が点
灯し、マルチファンクションディ
スプレイにメッセージが表示さ

れたときはABSの機能に異常がありま
す。ブレーキをかけたときに車のコント
ロールを失う可能性があります。直ちに
停車してプジョーディーラーにご連絡く
ださい。

警告音とともにこの警告灯と
STOP警告灯が点灯し、さらに
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ブ
レーキシステムに異常があります。直ち
に停車してプジョーディーラーにご連絡
ください。

ABSやEBAは、どのような状況下でも
制動距離を短くする装置ではありません。
路面の摩擦によっては、かえって制動距
離が伸びることがありますので、滑りや
すい路面では慎重に運転してください。
この装置は、正しい仕様のタイヤを適
正な状態で使用したときに効果を発揮
します。
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ESPシステムの作動

エンジンを始動す
ると、ESP システ
ムは自動的に作動
可能状態になりま
す。車両の走行安
定性に問題が生じ
たときは、システム
が作動して車両を
制御します。

ESP警告灯（メーターパネル）
ESPシステムが作動すると、こ
の警告灯が点滅して運転者に注
意を促します。

ESPシステムの解除

雪道や泥道で動け
なくなったときなど
に、ある程度ホイー
ルスピンをさせて
タイヤの接地力を
回復させる必要が

発生します。このようなときに、手動で
ESPシステムの解除ができます。

ステアリングホイール横の
ESP	OFFボタンを押すと
ESPシステムは作動しなく

なります。

ESP警告灯（メーターパネル）
この警告灯とボタンのインジ
ケーターランプが点灯して、運
転者にシステムが停止中である

ことを知らせます。

ESPシステムの復帰

解除したシステム
は、次の状態で自
動的に復帰します。

・	イグニッションをオフにする。
・	時速50Km以上で走行する。

手動で復帰させるときは、
もう一度ESP	OFFボタンを
押します。

ESPシステムの異常
システムに異常が発生したと
きは、警告音が鳴り、警告灯
が点灯すると共にマルチファン

クションディスプレイにも表示されます。
プジョーディーラーでシステムの点検を
受けてください。

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

●･この装置は、正しい仕様のタイヤを適正な状態で使用したときに効果を発揮します。
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ヘッドアップディスプレイ

運転者が前方を見ながら計器を確認で
きるように、透明なディスプレイにいろ
いろな情報を表示します。
エンジンがかかっているときに操作する
ことができます。

1．オン／オフスイッチ
2．照度調整スイッチ
3．ディスプレイ角度調整スイッチ

表示パネル

ディスプレイ作動時は、以下の情報が表
示されます。
A．	スピードメーター
B．	クルーズコントロール／スピードリ

ミッター表示
C．	ディスタンスアラート表示
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ディスプレイの作動

エンジンがかかっているときにスイッチ
①を押します。

イグニッションをオフにしたときのディ
スプレイの状態は、次回にイグニッショ
ンをオンするときまで残ります。

ディスプレイ角度調整
スイッチ③を上下に操作するとお好みの
角度にディスプレイを調整できます。

照度調整

エンジンがかかっているときにスイッチ
②を上下に操作します。ディスプレイの
明るさを調整できます。

ディスプレイは停車中に操作してくだ
さい。

●ダッシュボード上のディスプレイ付近
に物を置いたり、ディスプレイ出入
口を覆ったりしないでください。ディ
スプレイ作動時の妨げになります。

●気象条件（雨、雪、光など）によっ
ては、ディスプレイが見づらかった
り、一時的に影響を受ける場合があ
ります。

●お使いのメガネ（サングラス、偏光
レンズなど）によっては、ディスプ
レイの表示が読み取りづらい場合が
あります。

●お手入れするときは、硬い布、表面
が粗い布、洗剤などは使用しないで
ください。ディスプレイが破損した
り、反射防止のコーティングが傷つ
いたりするおそれがあります。

･ メガネ拭きのようなやわらかい布を
使用してください。
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ディスタンスアラート

ディスタンスアラートは、時速70Km以
上で走行中に前方の車両との車間距離
を秒数で運転者に知らせることで安全な
車間距離をとるように促します。

ディスタンスアラートは安全運転を補
助する機能です。システムを過信せず、
安全運転に努めて適切な車間距離を
保って走行してください。安全の確保
は運転者の義務です。

①：	オン／オフスイッチ
②：	警告時間の設定スイッチ

表示パネル

ディスタンスアラートの情報は、ヘッド
アップディスプレイに表示されます。

A：	システムが作動する走行速度に達し
ていません。

B：	システムは作動中ですが、検知範囲
内の前方に車両がいません。

C：	前方の車両との車間距離が警告時間
を上回っています。

D：	前方の車両との車間距離が警告時間
を下回っています。
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●ディスタンスアラートのセット

スイッチ①を押すと、インジケーターが
点灯してディスタンスアラートが使用可
能になります。
時速70Km以上になると作動します。

●警告時間の設定

ボタン②上部を押すと警告時間が0.1秒
ずつ増加し、下部を押すと警告時間が0.1
秒ずつ減少します。
警告時間は0.9秒から2.2秒の間で設定
できます。
警告時間を0秒にすると解除されます。

警告の作動

前方の車両との車間距離が設定した警告
時間を下回ると警告表示が点滅します。

通常走行時は、急ブレーキをかけたと
きに前方の車両に衝突を防ぐため、警
告距離を2秒に設定することをお勧め
します。

●ディスタンスアラートの解除
スイッチ①を押すと、インジケーターが
消灯して、ディスタンスアラートが解除
されます。
このとき、警告時間の記憶は残ります。

システムの異常
スイッチ①のインジケーターが点滅して
いるときは、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。

●･天候やセンサーの調整不備などで
前方の車両との車間距離を正しく計
測できないときは、システムは待機
状態になり、マルチファンクション
ディスプレイにメッセージが表示さ
れます。

●･つぎのときは前方の車両を検知しな
いことがあります。
・･旋回しているとき
・･車線変更をしているとき
・･前方の車両が100m以上離れてい
るとき
・･前方の車両が渋滞などで停止して
いるとき

●･前方の車両との車間距離が著しく接
近（車間距離が0.5秒以下）したと
きは、表示される車間距離は0.5秒
で固定されます。



243-

運転装置の使いかた

３

クルーズコントロール／
スピードリミッター

クルーズコントロールは、ドライバーに
よって時速40Km以上で設定された速度
（AT車：シフトレバーD、またはマニュ
アルシフトポジションのときは２速以上
／MT車：4速以上）を、アクセルペダル
を踏まなくても道路の状態にかかわりな
く常に一定に保って走行する機能です。
スピードリミッターは、あらかじめドライ
バーが設定した速度（最低時速30Km以
上）を越えて走行しないようにする機能
です。設定速度以上にアクセルペダルを
踏み込んでも加速しません。

クルーズコントロール

クルーズコントロールは、コントロールレ
バーAのスイッチを使用して設定します。
①：	スピードリミッター／クルーズコント

ロール切り替えスイッチ
②：速度設定／設定速度の減少
③：速度設定／設定速度の増加
④：システムのオン／オフ

表示パネル

クルーズコントロールの情報は、メー
ターパネル内のディスプレイおよびヘッ
ドアップディスプレイに表示されます。
⑤：クルーズコントロールオン／オフ状

況表示
⑥：クルーズコントロールモード選択表

示
⑦：設定スピード表示
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●クルーズコントロールの設定

ステアリングコラムのスピードリミッター
／クルーズコントロール切り替えスイッ
チ①をCRUISE側に回すと、クルーズ
コントロール機能が使用可能になります
が、速度は設定されていません。0また
はLIMITの位置に回すとオフになります。

●走行速度の設定

希望する速度（時速40Km以上）で走行
中にコントロールレバーのボタン②か③
を押すと、その速度が記憶されて自動的
にその速度を維持して走行します。

クルーズコントロールを過信せず、走
行速度には十分注意してください。

クルーズコントロールを使用中でも、
アクセルペダルを踏んで加速すること
ができます。その際、速度の表示が点
滅します。アクセルペダルから足を離
すと元の速度で走行します。
急な下り坂など、アクセルペダルを踏
まなくても設定の速度を超えてしまう
場合にも速度表示が点滅します。
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●設定速度の変更
定速走行中に、ボタン②を押すと設定速
度が減少し、ボタン③を押すと増加しま
す。短く押すと1Km／hずつ、長く押す
と5Km／hずつ、押し続けると5Km／h
ステップで速度が変化します。
またはアクセルペダルを踏んで加速した
後にコントロールレバーのボタン②か③
を押すと、あらためてその速度にセット
されます。

●設定速度の解除

ボタン④を押すか、ブレーキペダルを踏
むと、クルーズコントロールが解除され
ます。また、最低速度や使用ギアの範囲
を超えたとき、ESPが作動したときにも
解除されます。
解除後、再度ボタン④を押すと最後の設
定速度に戻ります。

●設定速度の消去
イグニッションをオフにしたり、スピード
リミッター／クルーズコントロール切り替
えスイッチを0にすると設定速度の記憶
が消去されます。

●システムの異常

速度表示が消えて−が数秒間点滅して
いるときは、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。	

●スイッチ②または③を押し続けて速
度を変更する時、急加速または急
減速することがありますので十分注
意してください。

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

●クルーズコントロールシステムを作
動させている場合においても、適切
な車間距離を保って走行してくださ
い。前を走行している車両との車間
距離を適切に保つのは、運転者の
義務です。

●クルーズコントロールシステムを使
用しない場合には、クルーズコント
ロール機能をオフにしてください。
誤ってシステムが働いてしまうのを
防止します。

●道路状況や交通状況に応じた車速
を設定してください。誤った速度設
定は事故につながる恐れがありま
す。
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スピードリミッター

スピードリミッターは、コントロールレ
バーAのスイッチを使用して設定します。
①：	スピードリミッター／クルーズコント

ロール切り替えスイッチ
②：設定速度の減少
③：設定速度の増加
④：システムのオン／オフ

表示パネル

スピードリミッターの情報は、メーター
パネル内のディスプレイおよびヘッドアッ
プディスプレイに表示されます。
⑤：スピードリミッターオン／オフ状況表

示
⑥：スピードリミッターモード選択表示
⑦：設定スピード表示

●スピードリミッターの設定

ステアリングコラムのスピードリミッター
／クルーズコントロール切り替えスイッ
チ①をLIMIT側に回すと、スピードリミッ
ター機能が使用可能になり、設定速度
が表示されます。	
イグニッションをオフにしたり、スピード
リミッター／クルーズコントロール切り替
えスイッチを0またはCRUISEにすると
システムはオフになりますが、設定速度
の記憶は残ります。
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●最高速度の設定

コントロールレバーのボタン②か③を押
して、希望する速度を設定します。ボタ
ン②を押すと設定速度が減少し、ボタン
③を押すと増加します。
短く押すと1Km／hずつ、長く押すと
5Km／hずつ、押し続けると5Km／hス
テップで速度が変化します。

●スピードリミッターの作動

ボタン④を押すと、設定速度がディスプ
レイに表示されてスピードリミッターが
作動します。アクセルペダルを踏み込ん
でもその速度以上では走行しません。再
度ボタン④を押すと、解除されます。

スピードリミッターを過信せず、走行
速度には十分注意してください。

スピードリミッターが作動中でも、ア
クセルペダルをいっぱいに踏みこむこ
とで一時的に加速することができま
す。その際、速度の表示が点滅します。
アクセルペダルから足を離すと元の速
度で走行します。
急な下り坂など、アクセルペダルを踏
まなくても設定速度を超えてしまう場
合にも速度の表示が点滅します。

●システムの異常

速度表示が消えて−が数秒間点滅して
いるときは、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。	
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フロント／バックソナー*

フロント*／リアバンパーに埋め込まれた
センサーが障害物（歩行者、車、立木、
門など）を検知します。

*仕様により異なります。

●フロント／バックソナーの作動
システムは、
・	エンジン回転中にシフトレバーをRに

入れる
・	時速10km/h以下で前進しているとき*
に作動します。
障害物に接近すると警告音の頻度が上
がり、およそ25cm以内に接近すると連
続した警告音に変わります。
システムは、
・	シフトレバーをR以外に入れる
・	時速10km/h以上で前進する*
・	前進方向で3秒以上停止する*
と解除されます。

●フロント／バックソナーの強制解
除

センターコンソール上のボタンAを押すこ
とで、このシステムは機能しなくなります。
再度ボタンを押すと、再び作動しはじめ
ます。

この機能に異常があると、シ
フトレバーをRに入れると短い
警告音と共にメーターパネル
上に警告灯が表示されます。

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。
プジョーディーラーにご連絡ください。
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障害物の形状によってはセンサーが検
知できないことがあります。システム
を過信せず、目視で障害物の有無を
確認してください。

●フロント／リアバンパーのセンサー
が、泥や雪などで覆われていると障
害物の検知ができません。
●フロント／リアバンパーの真下付近
は検知しません。
●けん引するときや自転車用リアキャ
リアを装着しているときは、システ
ムを解除する必要があります。
●時速10Km/h以下で走行している
とき、車やトラック、ドリルなどの
騒音によって警告音が鳴ることがあ
ります。
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メーターパネル

1． タコメーター

2． 冷却水温度計

3． 燃料計

4． スピードメーター

5． ディスプレイ

6． リセットボタン

7． メーターパネル照明コントローラー

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

D． シフトポジション

メーター ディスプレイ
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冷却水温度計

針がAのゾーンにあるときは、水温は適
正です。
針がBのゾーンにあるときは、オーバー
ヒートの状態です。冷却水温警告灯1と
STOP警告灯が点灯して、警告音ととも
にマルチファンクションディスプレイにメ
ッセージが表示されます。
直ちに車を安全な場所に止めて、そのま
ましばらく冷却水温度計の針が下がるの
を待ってください。
プジョーディーラーへご連絡ください。

エンジンが冷えてから、冷却水を補充
してください。冷却系等には圧力がか
かっています。やけどを防ぐために、
キャップを2回転ほど回し、圧力を逃
してから、キャップをはずして冷却水
を補充してください。

トリップメーター

上：指定した区間の距離数
　（トリップメーター）
下：総距離数（オドメーター）
トリップメーターをリセットするには、リ
セットボタンを数秒間押します。

メーターパネル照明コントローラー

ボタンを押すと、メーターパネルの明る
さが変わります。
ライトスイッチをオンにしてボタンを押
し続けると、明から暗へまたは暗から明
へとメーターパネルの明るさが変化しま
す。
ボタンを離すと、その明るさに設定され
ます。
ボタンを押し続けると、明（または暗）
の状態になるので、一度押し直すと暗（ま
たは明）に変化します。

ライトスイッチがオンのときは、メーター
パネル照明を消灯できませんが、明る
さを最小に調整することができます。
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表示灯類
表示灯は、作動状態を表示するものと機能停止を表示するものがあります。
いくつかの表示灯は、点灯状態と点滅状態で異なる意味を表すものがあります。また、ひとつの表示灯で通常の作動状態を表示してい
る場合と、故障を表している場合とがあります。
例：パーキングブレーキがかかっている／ブレーキシステムに異常がある。

作動状態を表示する表示灯

表示灯 状態 意味 対処方法

左方向 
ウインカー

点滅／ブザー
ライトスイッチレバーが下に動か
されています。

ライトスイッチレバーを水平にすると消灯します。

右方向 
ウインカー

点滅／ブザー
ライトスイッチレバーが上に動か
されています。

同上

ポジション 
ランプ

点灯
ライトスイッチがポジションラン
プの位置にあります。

ライトスイッチレバーを0にすると消灯します。

ロービーム 点灯
ライトスイッチがロービームの位
置にあります。

同上

ハイビーム 点灯
ライトスイッチレバーが手前に引
かれています。

ライトスイッチレバーを再度手前に引くとロービームに戻
ります。

フロント 
フォグランプ

点灯
ライトスイッチレバーのリングを
前方へ回しました。

ライトスイッチレバーのリングを後方へ回すと消灯しま
す。

リア 
フォグランプ

点灯
ライトスイッチレバーのリングを
2回前方へ回しました。

ライトスイッチレバーのリングを後方へ回すと消灯しま
す。
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表示灯 状態 意味 対処方法

エレクトリック
パーキング 
ブレーキ

点灯
エレクトリックパーキングブレー
キが適切に解除されていません。

・･アクセルペダルを踏むと、エレクトリックパーキング
ブレーキが自動的に解除されます。（オートマチックエ
レクトリックパーキングブレーキ機能がオンのとき）
・･ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキス
イッチでを解除してください。

オートマチック 
エレクトリック

パーキング 
ブレーキ

点灯

オートマチックエレクトリック
パーキングブレーキ機能がキャ
ンセルされています。（それ以外
の場合は異常が発生している場
合があります。）

マルチファンクションディスプレイのVehicle 
parametersメニューでオートマチックエレクトリック
パーキングブレーキ機能をオンにすると消灯します。

ブレーキ 
作動促進

点灯
ブレーキペダルを踏む必要があ
ります。

エンジンを始動するときは、シフトレバーをPの位置に
入れてください。

点滅
アクセルペダルを踏んだまま、
上り坂でブレーキペダルを踏ま
ずに停止状態にいます。

ブレーキペダルまたはエレクトリックパーキングブレー
キを使用してください。
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機能停止を表示する表示灯

表示灯 状態 意味 対処方法

助手席 
エアバッグ

点灯

助手席エアバッグキャンセルス
イッチがOFF位置にあります。
助手席エアバッグは作動しませ
ん。

助手席エアバッグを作動するようにしたいときは、ON位
置にしてください。この場合、チャイルドシートを後ろ
向きに取り付けないでください。

ESP 点灯
ESPシステムが解除されていま
す。

ESP OFFボタンを使用して解除したシステムは、次の
状態で自動的に復帰します。
・イグニッションをオフにする
・時速50Km以上で走行する
手動で復帰させるときは、もう一度ESP OFFボタンを
押します。ESPシステムが作動可能状態になると消灯し
ます。
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警告灯類
イグニッションがオンになると、警告灯類が数秒間点灯します。エンジンが始動するとそれらの警告灯は消えます。
いずれかの警告灯が、車が動き出す前まで点灯していたり、走行中に点灯または点滅したときは、関連する情報を参照してください。
いくつかの警告灯は、点灯状態と点滅状態で異なる意味を表すものがあります。また、ひとつの警告灯で通常の作動状態を表示してい
る場合と、故障を表している場合とがあります。
例：	パーキングブレーキがかかっている／ブレーキシステムに異常がある。

また、警告音やマルチファンクションディスプレイのメッセージ表示とともに点灯するものがあります。
例：パーキングブレーキがかかっている／ブレーキシステムに異常がある。

警告灯 状態 意味 対処方法

STOP
点灯／メッセージ
（マルチファンク
ションディスプレイ）

ブレーキ、パワーステアリング、
エンジン油圧、冷却水温に異常
が発生しています。

直ちに車を安全な場所に停止させ、エンジンを止め、プ
ジョーディーラーへご連絡ください。

SERVICE

点灯（一時的）
軽微な不良が発生しているおそ
れがあります。

マルチファンクションディスプレイに表示されたメッセー
ジと連動しています。
・リモコンキーのバッテリー
・エンジンオイル油量
・ウィンドウウォッシャー液量
・ドア、テールゲート、ボンネットの開閉状況　など
解決しない場合は、直ちにプジョーディーラーへご連絡
ください。

点灯
重大な不良が発生しているおそ
れがあります。

マルチファンクションディスプレイに表示されたメッセー
ジと連動しています。
直ちにプジョーディーラーへご連絡ください。
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警告灯 状態 意味 対処方法

エレクトリック
パーキング
ブレーキ

点滅
オートマチックエレクトリック
パーキングブレーキ機能が作動
しません。

直ちに安全で水平な場所に車を停止させ、プジョーディー
ラーにご連絡ください。

+
エレクトリック

パーキング
ブレーキ故障

点灯
エレクトリックパーキングブレー
キに故障が発生しています。

直ちに停車させ、プジョーディーラーにご連絡ください。
パーキングブレーキは手動操作のみ可能です。

ブレーキ

点灯
ブレーキ液量が大幅に低下して
います。

プジョー推奨のブレーキ液を補給してください。
問題が解消されない場合は、プジョーディーラーで点検
を受けてください。

+ 点灯

ブレーキ配線に異常が発生して
います。
（エレクトリックパーキングブ
レーキ警告灯も同時点灯） 直ちに安全な場所に車を停止させ、プジョーディーラー

にご連絡ください。

+ 点灯

ブレーキ倍力装置（EBFD）に
異常が発生しています。
（エレクトリックパーキングブ
レーキ警告灯も同時点灯）
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警告灯 状態 意味 対処方法

ABS（アンチロッ
クブレーキ）

点灯
アンチロックブレーキシステム
に異常が発生しています。

ブレーキは通常のサーボアシストつきブレーキとして機
能します。
注意して速度を下げて走行し、直ちにプジョーディーラー
にご連絡ください。

ESP

点滅
ESPシステムが正常に機能して
います。

安定性を確保し、走行性を向上させます。

点灯
ESPシステムに異常が発生して
います。（ESPシステムをキャン
セルしている場合を除く）

プジョーディーラーで点検を受けてください。

半ドア

点灯
（時速10Km以下）ドアまたはテールゲートが開い

ています。
ドアまたはテールゲートを閉めてください。

点灯／警告音
（時速10Km以上）

シートベルト

点灯
（時速20Km

以下）
・前席の乗員がシートベルトを･
着用していません。
・前席および後席の乗員が着用し･
ていたシートベルトをはずしま･
した。

ベルトを引き出しバックルに差し込んでください。
点滅／警告音
（時速20Km

以上）
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警告灯 状態 意味 対処方法

エアバッグ

点灯（一時的）
システムの点検中です。
（数秒間点灯した後に消灯）

エンジンを始動すると消灯します。
警告灯が消えない場合は、プジョーディーラーにご連絡
ください。

点灯
エアバッグまたはシートベルトプ
リテンションシステムに異常が
発生しています。

プジョーディーラーで点検を受けてください。

ディレクショナル
ヘッドライト

点滅
ディレクショナルヘッドライトに
異常が発生しています。

プジョーディーラーへご連絡ください。

冷却水温
点灯

（冷却水温計：
レッドゾーン）

冷却水の温度が過大に上昇して
います。

直ちに安全な場所に車を停止させ、プジョーディーラー
にご連絡ください。

エンジン油圧 点灯 油圧が不足しています。
直ちに安全な場所に車を停止させ、プジョーディーラー
にご連絡ください。

バッテリー 点灯
充電機能に異常が発生していま
す。

エンジンを始動すると消灯します。
警告灯が消えない場合は、プジョーディーラーにご連絡
ください。
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警告灯 状態 意味 対処方法

自動診断

点灯
排気ガス浄化システムに異常が
発生しています。

エンジンを始動すると消灯します。
警告灯が消えない場合は、プジョーディーラーにご連絡
ください。

点滅
エンジン制御システムに異常が
発生しています。

直ちに安全な場所に車を停止させ、プジョーディーラー
にご連絡ください。

燃料残量
点灯

（燃料計：
レッドゾーン）

燃料の残量が約5リットル以下
になりました。

燃料が少なくなっています。
約50Km以内の走行が可能ですが、車や走行条件にも
よります。早めに燃料を補給してください。
燃料タンクの容量は約60リットルです。
燃料がなくなるまで、走行を続けないでください。排気
ガス浄化システムおよび点火系統が損傷するおそれがあ
ります。

●STOP警告灯と連動して警告灯が表示されたときは直ちに車を停止させてください。
●警告灯が表示される故障は、深刻なケガや車両へのダメージを引き起こすおそれがあります。安全な場所に停車し（･xixページ参照）
点検してください（･6-3ページ参照）。

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

●作動
次回の点検まで3000km以内になったと
き、イグニッションをオンにした後の5秒間、
スパナのマークが表示されます。
また、表示が消えた後、リセットボタン
を押すと数秒間表示されます。

点検時期のお知らせは、走行距離と
前回の点検時期から割り出されていま
す。最後の点検から2年を経過した場
合にもスパナマークが点灯します。

ゼロリセット

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

押し続けます。
3．イグニッションをオンにします。
4．数字のカウントダウンが始まります。
5．リセットが完了。押していたリセット

ボタンを離します。

リセット直後にバッテリーをはずすと、
リセットが無効になります。ドアを施
錠して少なくとも5分間待ってから、
バッテリーをはずしてください。

エンジン油量インジケーター

イグニッションをオンにすると、油量の
状態が数秒間表示されます。
油量は、車体が水平な場所にあってエン
ジン停止後15分以上経過しているとき
に正確に表示されます。
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ライト類（ヘッドランプ、フォ
グランプ、方向指示器、ハザー
ドランプ）

ヘッドランプ

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

すべてのランプが消灯します。

オートライトモード

ポジションランプおよびテール
ランプが点灯します。

ポジションランプは、他の車からあな
たの車を確実に確認できるほどの充分
な明るさではありません。事故のおそ
れがありますので、周囲が暗い時や視
界が悪い時は、ヘッドランプを点灯し
てください。

ヘッドランプのロービーム
／ハイビームが点灯しま
す。

ヘッドランプをハイビームに切り換える
ときは、スイッチレバーBを手前に引き
ます。再度、手前に引くとロービームに
切り換わります。

パッシング
スイッチレバーBを浅く手前に引くと、
パッシングライトとして使用できます。
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フォグランプ

ポジションランプまたはヘッドランプが
オンのときに使用できます。

リングを前方へ１回まわすとフ
ロントフォグランプが点灯しま
す。リングをさらに前方へ１回

まわすとリアフォグランプも点灯します。

リアフォグランプは晴天時や雨天時に
は使用しないでください。後続車に眩
惑を与えます。

エンジン回転中にオートライトで消灯
してもフォグランプは点灯し続けます。
リングを回して消灯してください。
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オートライト

周囲が暗くなったりウィンドウワイパーを
連続して使用すると、自動的にポジショ
ンランプやヘッドランプが点灯します。
周囲が明るくなったりワイパーの使用を
やめると、自動的に消灯します。

作動
リングをAUTO位置に回します。
マルチファンクションディスプレイにオー
トライトが選択されていることが表示さ
れます。

機能解除
リングをAUTO以外の位置に回します。

●昼間の霧や雪の時は、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、手動でライトを点灯し
てください。

●フロントウィンドウの照度センサー
を覆わないでください。オートライ
ト機能が正常に作動しません。

照度センサーに異常が発生した
場合は、自動的にヘッドランプが
点灯するとともにメーターパネル

に警告が表示され、警告音とマルチファン
クションディスプレイで故障の発生を通知
します。プジョーディーラーで点検を受け
てください。

イグニッションをオフにすると、すべて
のライトは消灯します。（フォローミー
ホーム機能がオンのときを除く）
その後に手動でライトスイッチをオン
にした場合は、運転席側のドアを開け
るとライト消し忘れブザーが鳴ります。
ライトスイッチをオフにするとブザー
は止まります。
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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イグニッション
キーをオフにした後しばらくの間、ヘッ
ドランプが点灯したままになります。

オート操作
マルチファンクションディスプレイの
Vehicle parametersメニューから
Guide-me-home headlampsをオンに
して、点灯時間も設定してください。
オートライトモードになっていると自動
的にこの機能が作動します。

マニュアル操作
ライトスイッチの位置にかかわりなく作
動させることができます。
イグニッションをオフにして、パッシング
（スイッチレバーを浅く手前に引く）して
から車を降りて施錠してください。

キャンセル操作
パッシング（スイッチレバーを浅く手前に
引く）してから車を降りて施錠してくださ
い。

エクステリアウェルカムランプ
周囲が暗いときや夜間に車外でリモコン
の解錠ボタンを押すと、ヘッドランプな
どが点灯して乗車をサポートします。

点灯
リモコンの解錠ボタンを押します。
ドアの解錠とともに、ヘッドランプのロー
ビームおよび車幅灯が点灯します。

消灯
イグニッションキーをオンにする、また
はドアを施錠してしばらくすると自動的
に消灯します。

設定
マルチファンクションディスプレイで点灯
時間の設定ができます。

ウェルカムランプの点灯時間はフォ
ローミーホームの点灯時間と連動して
います。

ディレクショナルヘッドライト*
（配光可変型ヘッドライトシステム）

作動時

非作動時

ヘッドランプ点灯時、ハンドルの切れ角
にしたがって、照射方向が変わり、障害
物を発見しやすくする機能です。（キセノ
ンヘッドランプ装着車）

*仕様により異なります。
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この機能をオンにしたりオフにするとき
は、マルチファンクションディスプレイに
Vehicle parametersメニューを呼び出
して設定します。

故障時には、メーターパネルの
警告灯が点滅し、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ます。
プジョーディーラーで点検を受けてくだ
さい。

●停止中、低速走行中、または、リバー
スギアに入れたときはこの機能は作
動しません。
●イグニッションスイッチをオフにして
も設定は記憶されます。

*仕様により異なります。

ヘッドランプ照射角度調整*

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

車内から調整するときの目安：
0	 前席に1人か2人乗車したとき／初期

設定
−	 3人乗車したとき
1	 フル乗車したとき
2	 フル乗車で、ラゲッジルームに物を

積んだとき
3	 1人乗車で、ラゲッジルームがいっぱ

いのとき

照射角度自動調整機能*

キセノンヘッドランプ装着車では、車の
積載状態に応じて、ヘッドランプの照射
角度を自動的に調整します。

自動調整機能に異常が発生した
場合は、メーターパネルのオート
ライト警告表示およびサービス

警告灯が点灯するとともに、警告音とマル
チファンクションディスプレイで異常の発
生を知らせます。このとき、ヘッドランプ
は一番下向きの位置に自動調整されます。

異常が発生した場合は、キセノンヘッ
ドランプに触らず、プジョーディーラー
で点検を受けてください。
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方向指示器

右方向に出す場合：ライトスイッチレバー
を上に動かします。

左方向に出す場合：ライトスイッチレバー
を下に動かします。

ハザードランプ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。

●車線変更などのとき、ライトスイッ
チレバーを1回軽く動かして離すと、
動かした方の方向指示器が3回点滅
します。
●時速60Km以上で運転している際
に方向指示器を20秒以上作動させ
た場合、作動音が序々に大きくなり
ます。

ハザードランプ

イグニッションキーの位置に関係なくス
イッチAを押すと作動します。
他車に緊急停車中であることを示します。

緊急制動表示灯
急ブレーキをかけると、減速度によって
ハザードランプが自動的に点滅を始めま
す。車が加速を始めると自動的に解除さ
れますが、スイッチを押して解除するこ
ともできます。

渋滞の最後尾についた時は、ハザード
ランプを点滅させて、他の運転者に警
告してください。
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ワイパー／ウォッシャー

フロントワイパー

ワイパーレバーは以下のように5段階で
作動します。

2　高速作動
1　通常作動
Int　間欠作動
0　停止
AUTO↓自動作動／1回作動

間欠作動は、車速に応じて休止時間が変
化します。

オートワイパー

ワイパーをAUTOモードにしておくと、
降る雨の量に応じて自動的にワイパーが
作動します。
レバーAを1度押し下げるとAUTOモード
になり、その後はレバーAを押し下げるた
びに1回作動します。
レバーAをInt以 上にしてから戻すと
AUTOモードが解除されます。
イグニッションを1分以上オフにすると、
この機能はキャンセルされます。一度0

（停止）に戻してから再度セットしてくだ
さい。

システムに異常が発生すると、ワイパー
レバーがAUTOの位置では間欠作動とな
ります。プジョーディーラーで点検を受
けてください。
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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。

洗車する際は、ワイパーレバーを停止
位置にしてください。水滴によって雨
滴感知ワイパーが突然作動して、ケガ
をしたり、車を損傷するおそれがあり
ます。

●フロントガラスの雨滴センサーを覆
わないでください。
●フロントウィンドウが凍結している
ときは、氷等が完全に溶けるまで雨
滴感知ワイパーの使用を控えてくだ
さい。

ヘッドランプウォッシャー*

ロービーム点灯時にワイパーレバーを手
前に引くと、ウィンドウウォッシャーとと
もにヘッドランプウォッシャーが作動し
ます。

ウォッシャー液が不足すると、
メーターパネルのウォッシャー液
警告表示およびサービス警告灯

が点灯するとともに、警告音とマルチファ
ンクションディスプレイで知らせます。
停車してウォッシャー液を補充してくださ
い。
ウォッシャー液を補充するまで、イグニッ
ションスイッチをオンにする、または、ワ
イパーを作動する度に警告灯が点灯しま
す。

リアワイパー

リングBを回すとリアワイパーが作動し
ます。（間欠式）

停止

間欠作動

ウォッシャー作動

*仕様により異なります。
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シフトレバー連動機能
フロントワイパーを作動中にシフトレ
バーをRに入れると、リアワイパーが作
動します。
シフトレバーをRから変更すると、リア
ワイパーは停止します。
この機能のオン／オフを切り替えるとき
はマルチファンクションディスプレイの
Vehicle parametersメニューから指定
してください。

リアウィンドウに雪が積もっていると
きやテールゲートにキャリアを取り付
けているときは、この機能をオフにす
ることをおすすめします。

●ワイパーブレードの交換

ワイパーブレードの交換は、ワイパーを
メンテナンスポジションにしてから行い
ます。

1．イグニッションをオフにしてから1分
以内にワイパーレバーを操作すると
ワイパーが中央に停止します。（メン
テナンスポジション）

2．ワイパーブレードを交換するときは
この位置にしてください。

3．イグニッションをオンにしてワイパー
レバーを操作すると、ワイパーは元
の位置に戻ります。

傷んだり汚れたワイパーブレードは視
界を妨げ、安全性を損ない思わぬ事故
につながるおそれがあります。全ての
ウィンドウで良好な視界が確保される
までは走行しないでください。

ワイパーブレードを長持ちさせるには、
次のことに気をつけてください。
・･丁寧に取り扱ってください。
・･せっけん水で定期的に洗ってくだ
さい。
・･約６ヶ月ごとに交換してください。
・･紙や異物を挟まないでください。
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エアコンディショナー
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A：空調コントロールパネル
①：フロントウィンドウ吹き出し口
②：サイドウィンドウ吹き出し口
③：ダッシュボード左右吹き出し口
④：ダッシュボード中央吹き出し口
⑤：ダッシュボード足下前方吹き出し口
⑥：後席用吹き出し口
⑦：後席用足下吹き出し口

ダッシュボード中央、両側、および後席
の吹き出し口には、ルーバーやシャッター
が付いています。これを使用すると、風
向や風量の調整、他の吹き出し口へより
多くの風を送るなどができます。

エアコンを停止させると、空気の循環
が全く行われません。ウィンドウが曇
るので、一時的な停止にとどめてくだ
さい。

●室内の空気の入れ替えが十分に行えるように、装置を適切にコントロールしてください。
　・室内が設定温度と差があっても、設定温度は変更する必要はありません。自動制

御により、できるだけ早く温度差を解消します。
　・負荷の多いトレーラーを引くときや、外気温度が高温のとき、エンジンの負荷を軽

減するためにエアコンが一時停止することがあります。
●冬期のエアコンから吹き出す風量は、エンジンが温まる前の冷たいときは少なく、温
度が上昇するのに合わせて多くなります。

●空気の流れをスムーズにするために、次のことに注意してください。
･・ボンネット内の外気取り入れ口がふさがれてないか。
･・前席下のエアダクトや吹き出し口がふさがれてないか。
･・ラゲッジルーム内の空気排出口がふさがれてないか。
●ダッシュボードには日射センサーがあります。この上に物を置いたり、布を被せるな
どしないでください。エアコンが正しく作動しない場合があります。

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

●長時間、高温の場所に停車すると、室内の温度は非常に高くなります。
吹き出し風量を最大にして数分間、換気を行ってください。

●室内フィルターは定期的に交換してください。2層構造の室内フィルターは、アレル
ギー物質や悪臭、油汚れの除去に効果を発揮し、室内の空気をよりきれいにします。

●プジョーのエアコンシステムにはオゾン層破壊の原因となる有害フロンを使用してい
ません。

●エアコンを正しくお使いいただくため、定期的に点検することを推奨しています。
●湿度が高いときなど、エアコンを使用していると車体の下から無色の水が流れ出る
ことがあります。これは空気中の水分が凝結したもので、異常ではありません。

●エアコンを使用していても冷気が出ないときは、使用を中止してプジョーディーラー
にご連絡ください。
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左右独立式オートエアコン

運転席と助手席とで、別々に温度の設定
ができます。
オートモードでは、ディスプレイに表示
されているそれぞれの数値になるまで、
自動的に内気／外気の切り替えや風量、
吹き出し口の選択がされます。
また、センサーが作動して室内の空気も
きれいにします。

ウィンドウが開いていたり、直射日光
下でサンシェードが開いていると設定
した温度を保てないことがあります。

温度を最高に設定したいときは、ディ
スプレイにHIが表示されるまでツマミ
を右に回し、最低に設定したいときは、
LOが表示されるまでツマミを左に回
します。

④：視界確保モードボタン
天候や乗車状況によっては、
オートモードを選択していて
もウィンドウガラスが曇るこ

とがあります。このようなときに押すと、
システムは自動的に曇りを取り除くよう
に吹き出し口や風量を選択してコント
ロールします。
このモードを解除するときは再度ボタン
を押すか、AUTO ボタン①を押します。

オートモードで設定された条件は個々に
変更できます。変更すると、オートモー
ドボタンのインジケーターが消灯します。
変更した条件を元に戻すときは、AUTO
ボタン①を押すとオートモードになります。

①：オート設定ボタン
ディスプレイの表示数値を保
つよう、自動的に内気／外気
の切り替えや風量、吹き出し

口が選択されます。
ボタンを押すとインジケーターが点灯し
ます。

②・③：温度設定ツマミ

ツマミ②：運転席側
ツマミ③：助手席側

ディスプレイの表示を希望の数値に合わ
せます。ツマミを右に回すと温度が上が
り、左に回すと温度が下がります。
この値は室内温度ではなく、快適さのレ
ベルを表しています。
21に設定しておくと、快適な室内とな
りますが、お好みにより18 ～ 24 の間
を設定してください。
左右の温度設定の差が３以上にならな
いように設定してください。
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⑤：エアコンオン／オフボタン
このボタンを押すとエアコン
は停止します。
エアコンを作動させるには、

再度ボタンを押します。インジケーター
が点灯してエアコンが作動します。

⑥：室内送風切換えボタン
このボタンのいずれか、また
は複数を押してお好みの吹き
出し口を選択します。

・フロントウィンドウ、サイドウィンドウ
・フロントウィンドウ、サイドウィンドウ、
ダッシュボード中央・左右吹き出し口

・フロントウィンドウ、サイドウィンドウ、
ダッシュボード中央・左右吹き出し口、
足下

・ダッシュボード中央・左右吹き出し口、
足下

・ダッシュボード中央・左右吹き出し口
・フロントウィンドウ、サイドウィンドウ、
足下

⑦：風量調整／空調オフツマミ
ツマミを右（時計方向）に回
すと風量が増加し、左（反時
計方向）に回すと減少します。

ファンマークの間のインジケーターが操
作に合わせて点灯します。

風量調整ツマミ⑦を左（反時計方向）
に回してインジケーターが消灯すると
エアコンが停止します。
室温の調整は行われませんが走行によ
り微量の風が吹き出し口から出ます。
再度エアコンの操作を行うと、エアコ
ンが作動します。

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

します。
ボタン⑧を押すたびに内気モード／外気
モード／オートモードが切換わります。
内気モードでの長時間の使用は避けてく
ださい。換気が行われず、ウィンドウが
曇ることがあります。

・オートモード
車内に入る外気の汚れをセン
サーが感知すると、自動的に
内気モードに切換わります。

オートモードに切換わるとインジケー
ターが点灯します。

・内気モード
内気モードに切換わるとイン
ジケーターが点灯します。

・外気モード
内気モードのときに、ボタン
⑧をもう一度押すと、外気モー
ドに切換わります。

外気モードに切換わるとインジケーター
が消灯します。外気センサーは作動しま
せん。
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⑨：連動／独立切換えボタン
このボタンを押して、エアコ
ンの設定を連動モードと独立
モードに切換えます。

連動モードでは、運転席側スイッチの操
作で運転席と助手席のエアコン設定を同
じにします。連動モードに切換わるとイ
ンジケーターが点灯します。

⑩：リアウィンドウデフォッガーボタン
エンジンがかかっているとき
にボタンを押すと、リアウィン
ドウやドアミラーの曇りを取

ります。スイッチは自動的に切れます。
途中で止めたいときは、ボタンを押し	
ます。

●すべてのウィンドウの視界が保たれ
ないと、思わぬ事故につながるおそ
れがあります。

●内気モードは必要時以外は使用しな
いでください。ウインドウが曇るだ
けでなく、車内の空気が新鮮でなく
なり、運転者の集中力が低下したり
疲れやすくなるため、事故やケガに
つながるおそれがあります。
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マルチファンクションディス
プレイ

マルチファンクションディスプレイはメー
ターパネル内に取り付けられ、車の設定、
設定状況、警告メッセージなどの表示を
します。操作はダッシュボードに取り付
けられているマルチファンクションコン
トローラーで行い、表示項目は次のよう
になります。

・外気温度（氷結のおそれがあるときは
点滅します）

・ドア、テールゲートなどの開放状況
・警告／状況メッセージ
・トリップコンピューター
・車のパラメーター（設定）

外気温度が点滅（氷結のおそれ）して
いなくても、路面が凍結している場合
があります。この表示だけに頼らずに
路面状況を確認し走行してください。

●操作方法

① メニューの呼び出しと確認
② メニューの上方へ移動
③ メニューの下方へ移動
④ 前に戻る、または取り消し

トップ画面

ボタン①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。ボ
タン②③を押して希望する機能を選び、
ボタン①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。
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表示メッセージ一覧（カスタマイズ）

Vehicle parameters 
（車のパラメーターの設定）

Access to the vehicle
リモコンでロックを解除するドア
の設定ができます。

Plip action
Driver=	運転席のみか、All doors=	全てのドアを選択し
ます。
OK	を選択して確定すると変更が有効になります。

Driving assistance
リバース時のリアワイパーの作動
やオートマチックパーキングブレー
キ機能の設定ができます。

Rear wipe in reverse gear
ボックスにチェックすると、リバース時にリアワイパーが作
動します。
OK	を選択して確定すると変更が有効になります。

Automatic parking brake
ボックスにチェックすると、オートマチックエレクトリック
パーキングブレーキ機能がオンになります。
OK	を選択して確定すると変更が有効になります。

Vehicle lighting*
ディレクショナルヘッドライトの作
動の設定ができます。

Directional headlamps
ボックスにチェックすると、ディレクショナルヘッドライト
が作動します。
OK	を選択して確定すると変更が有効になります。

Interior lighting
フォローミーホームの作動の設定
ができます。

Guide-me-home l.
ボックスにチェックすると、フォローミーホームがオンに
なります。
・点灯時間を15	秒、30	秒、60	秒から選びます。

	 *仕様により異なります。
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表示メッセージ一覧（カスタマイズ）

Choice of language
（表示言語の設定）

ボタン②③を押して希望する言語を選び、ボタン①を押して確定します。
日本語の選択はできません。
OK を選択して確定すると変更が有効になります。

DEUTSCH：ドイツ語
ENGLISH：英語
ESPANOL：スペイン語
FRANCAIS：フランス語
ITALIANO：イタリア語
NEDERLANDS：オランダ語
PORTUGUES：ポルトガル語
PORTUGUES-BRASIL：ポルトガル語（ブラジル）
TURKCE：トルコ語

Choice of units
（単位の設定）

表示の単位の設定ができます。
・燃費表示では、100Km あたりの消費量、1ガロンあたりのマイル数、1リッターあたりの
Km 数から選びます。

・温度は摂氏と華氏を選択できます。
	 OK を選択して確定すると変更が有効になります。
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ダイアグノーシス
リセットボタンを押すと車両の設定状況が表示されます。

表示例 意味

Parking assitance activated* フロント／バックソナー作動中

Parking assitance deactivated* フロント／バックソナー停止中

Passenger's airbag activated 助手席エアバッグ作動中

Passenger's airbag deactivated 助手席エアバッグ停止中

Automatic door locking activated オートドアロック作動中

Automatic door locking deactivated オートドアロック停止中

Automatic headlamp lighting activated オートヘッドライト作動中

Automatic headlamp lighting deactivated オートヘッドライト停止中

Door unlocking performed ドアが開錠状態

ESP system activated* ESP システム作動中

ESP system deactivated* ESP システム停止中

Automatic screen wipe activated オートワイパー作動中

Automatic screen wipe deactivated オートワイパー停止中

	 *仕様により異なります。
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トリップコンピューター

コントロールスイッチ

トリップコンピューターは、ダッシュボー
ドのボタンまたはワイパーレバーの先端
を押すことにより燃費や走行距離の情報
を切り替えて表示します。

ルートの選択
ダッシュボードのボタンまたはワイパー
レバーの先端を押すことにより、2 つの
ルート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。

トリップコンピューター

トリップコンピューターは、メーターパ
ネルに以下の情報を表示します。

タブ

走行可能距離 ○
瞬間燃料消費量 ○
平均速度 ○ ○
平均燃料消費量 ○ ○
走行距離 ○ ○
目的地までの距離 ○
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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。

走行中に数値のかわりに－が連続し
て表示されるときは、プジョーディー
ラーへご連絡ください。

瞬間燃料消費量
過去数秒間の燃料消費量を表
示します。
ただし、車の速度が時速 30Km

以上の時のみ作動し、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。

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。

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。

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。
目的地までの距離をあらかじめ入力して
いない場合は、数値のかわりに－が表示
されます。
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リセット

コンピューターをリセットするときは、
ダッシュボードのボタンまたはワイパー
レバーの先端を 2 秒以上押し続けます。
リセットはルートごとに行うことができ
ます。リセット後しばらくはデータ不足
のために正確な値が表示されないことが
あります。
数字の代わりに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。
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●ドアミラーの格納
スイッチ A を中央位置にして後方へ引く
と、ミラーが格納できます。
手などを挟まないように、安全を確認し
てから操作してください。
キーまたはリモコンで施錠すると、ミ
ラーが自動的に格納されます。
この機能を使用したくないときは、プ
ジョーディーラーに設定の変更をお申し
付けください。

ミラーで見た距離感覚と実際の車との
距離が異なります。車との感覚を判断
する際には、この点に十分ご注意くだ
さい。

スイッチAを使用してドアミラーを格
納した場合は、車を解錠してもドアミ
ラーは復帰しません。スイッチAを使
用してドアミラーを復帰してください。

電動ドアミラー

調整するミラーに合わせて、スイッチ A
を左側または右側に動かします。
ミラーは上下左右に角度が変えられま
す。スイッチ B の動かしたい側のボタン
を押します。
調整が終わったら、スイッチ A を中央の
位置に戻します。

ミラー
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室内バックミラー *

夜間に後続車のヘッドランプが眩しいと
きは、下部のレバーを前後に動かして調
整してください。

* 仕様により異なります。

自動防眩バックミラー *

昼と夜で自動的にミラーの明るさを調整
します。また、夜間に後続車のヘッドラ
ンプがミラーに反射した場合も、自動的
に暗くなって後方の視界を確保します。
なお、シフトレバーを R 位置にすると、
後方視界を確保するために一時的に明る
くなります。

安全のため、ミラーは後方がよく見え
る位置に調整してください。
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ラゲッジルームのレイアウト
各部の名称

ラゲッジルームに荷物を積む際には、しっかりと荷物を固定してください。固定されて
いないと荷物が突然動き、走行に影響をおよぼしたり、急ブレーキや事故の際に、荷
物により乗員がケガをするおそれがあります。

①：ラゲッジカバー

②：フック

③：12V 電源ソケット

④：懐中電灯

⑤：リアシートフォールドレバー

⑥：可動式フロア

⑦：ラゲッジネット固定リング *

⑧：ラゲッジネット *

⑨：工具入れ

⑩：小物入れ

*仕様により異なります。
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ラゲッジカバー

ラゲッジカバーは 3 つに折りたたむこと
ができます。

折りたたみ

１．	両端のフックを取りはずします。
２．	リアシート側に折りたたみます。

取りはずし

１．	図のようにラゲッジカバーを持ちます。
２．	左側のクリップを軽く押しながら固定を

解除します。
	 右側も同様に解除します。
３．	ラゲッジカバーを手前に引き上げます。

格納

１．	可動式フロアをアングル（斜め）ポジ
ションにします。

２．	取りはずしたラゲッジカバーをフロア
奥Aに格納します。

3.	 可動式フロアをミドルポジションにし	
ます。

展開
１．	両手でラゲッジカバーを持ちながら所

定の部分にはめ込みます。
２．	ラゲッジルームのピラーに沿って展開

します。
３．	両端のフックを固定します。
４．	ラゲッジカバーの両端を上から押さえ

て確実に固定します。
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可動式フロア
ハイポジション（許容荷重：50kg）
ロアテールゲートを閉じた高さと同じ高さに
なります。

ミドルポジション（許容荷重：100kg）
ロアテールゲートを開けた高さと同じ高さに
なります。

可動式フロアの高さをミドルポジションにし
てリアシートを折りたたむと、ラゲッジルー
ムからフロントシートまで平らになります。

ローポジション（許容荷重：150kg）
荷室を広く活用できます。

高さの調整

可動式フロアを前方へいっぱいまで押し
てからサポートA を使って高さを変更し
ます。

アングルポジション

ハイポジションでラゲッジカバーに向っ
て可動式フロアを押し上げて両端のタブ
で固定します。
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12V 電源ソケット

12V 電源（最大120 ワット）はイグニッ
ションがオンのときに供給されます。

*仕様により異なります。

フック

買い物袋などを引っ掛けるのに便利な
フックです。

このフックはタイヤ交換などの際に、中
敷板を持ち上げた状態で保持する際に
も使用できます。

ラゲッジネット *

可動式フロアのリングで固定すると、荷
物を収納することができます。

重い荷物を積むときは、できるだけリ
アシートのすぐ後ろに積んでください。
急ブレーキや事故の際に、荷物により
乗員がケガをするおそれがあります。

ラゲッジルームの横に記載されている
可動式フロアの高さに合わせた許容荷
重を守ってください。
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ルームランプ

①：フロントルームランプ
②：フロントマップランプ
③：リアリーディングランプ
④：リアルームランプ

フロント／リアルームランプ
フロント／リアルームランプは、スイッチ
①④の位置を切り換えると点灯条件が変
更できます。

次の状況でフロントとリアルー
ムランプは点灯します。

・ドアのロックを解除したとき
・イグニッションキーを抜いたとき
・ドアを開けたとき

また、次の状況では徐々に暗くなって消
灯します。
・ドアをロックしたとき
・イグニッションをオンにしたとき
・イグニッションがオフで、最後のドアが
閉まって30 秒後

消灯したままになります。

点灯したままになります。

点灯時間は、次の状況で変わります。
・イグニッションをオフにして約10 分間
・エコノミーモードで約 30 秒間
・エンジンを始動すると無制限

フロントルームランプスイッチが「常時
点灯」の位置にあるときは、リアルー
ムランプスイッチが「消灯」以外の位
置にある場合、リアルームランプも連
動して点灯します。

フロントマップランプ
イグニッションをオンにして、スイッチ②
を押すと点灯／消灯します。
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リアリーディングランプ
点灯
イグニッションをオンにして、ボタン③を
１回押すと点灯します。

以下のとき、自動的に点灯します。
・ドアのロックを解除したとき
・イグニッションキーを抜いたとき
・ドアを開けたとき

消灯
次の状況では徐々に暗くなって消灯しま
す。
・ドアをロックしたとき
・イグニッションをオンにしたとき
・	イグニッションがオフで、最後のドアが
閉まって30 秒後

アンビエントライト

点灯
ポジションランプが点灯すると、足元の
照明と LED ランプA が自動的に点灯し
ます。

消灯
ポジションランプが消灯すると、自動的
に消灯します。

設定
マルチファンクションディスプレイで作動
／非作動の設定ができます。
初期設定ではアンビエントライトは作動
します。
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インテリアウェルカムランプ
周囲が暗いときや夜間に車外でリモコン
の解錠ボタンを押すと、ルームランプが
点灯して乗車をサポートします。

点灯
リモコンの解錠ボタンを押します。
ドアの解錠とともに、フロント／リアルー
ムランプが点灯します。

消灯
いずれかのドアを開ける、または一定時
間経過すると自動的に消灯します。

設定
マルチファンクションディスプレイで作動
／非作動の設定ができます。

ウェルカムランプの点灯時間はフォ
ローミーホームの点灯時間と連動して
います。

ラゲッジルームランプ

テールゲートの開閉に合わせて点灯／消
灯します。

点灯時間は、次の状況で変わります。
・イグニッションをオフにして約10分間
・エコノミーモードで約30秒間
・エンジンを始動すると無制限

エクステリアサイドランプ

点灯
次のときに点灯します。
・ドアのロックを解除したとき
・イグニッションキーを抜いたとき
・ドアを開けたとき
・リモコンを操作したとき

消灯
一定時間経過すると自動的に消灯し	
ます。

ランプ類に何も物が触れないようにし
てください。
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懐中電灯

ラゲッジルーム脇に、走行中に充電可能
なニッケル水素充電池タイプの懐中電灯
があります。約 45 分間使用できます。

●懐中電灯を取り付けるときは、電極
の位置を合わせて正しく取り付けて
ください。
●充電池の代わりに乾電池を使用しな
いでください。

使用するときは
懐中電灯の前側 A を引き上げて取りは
ずします。
懐中電灯のスイッチを押すとライトがオン
／オフします。

スタンドを開くとタイヤ交換のときな
ど、懐中電灯を上向きにして使用でき
ます。

格納するときは
懐中電灯の後ろ側 B から元の位置に押し
戻します。ライトがオンのときは、自動的
にオフになります。

正しく取り付けられていないと、充電
ができなかったり、ラゲッジルームを
開けたときに点灯しない場合がありま
す。
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インテリアレイアウト
各部の名称

①： サングラスホルダー

②： サンバイザー

③： グリップハンドル

④： 小銭入れ／カードホルダー

⑤： ブックホルダー

⑥： 小物入れ

⑦： コンソールハンドル

⑧： 小物入れ（ネット付き）*

⑨： グローブボックス（ランプ付き）

⑩： ドアポケット

⑪： シガーライター

⑫： カップホルダー／移動式灰皿 *

⑬： フロントセンターアームレスト  
（収納ボックス付き）

⑭： 小物入れ

⑮：12V 電源ソケット
*仕様により異なります。
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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
つけられています。
イグニッションがオンのときにカバーを
開けるとライトが点灯します。
通行券などをはさむカードホルダーも備
えつけられています。

収納（運転席側）

ブックホルダー
ハンドルを引くと開き、取扱説明書やメ
ンテナンスノートなどが収納できます。

カードホルダー
通行券などを収納できます。

小銭入れや小物入れも備えつけられてい
ます。

グローブボックス

ハンドルを引くと開き、中の照明が点灯
します。

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

使用するときはフタを開けます。
吸いがらを捨てるときは、灰皿ごと引き
上げます。

シガーライター／12V 電源ソケット

ライターは押してから数秒間経つと自動
的に飛び出します。
12V電源ソケットを使用する際はカバー
を取りはずし、適切なアダプタを接続し
てください。

（最大使用電力：120W）

大型センターコンソール

フロントセンターアームレストの左側を
引き上げると開きます。
吹き出し口があり、冷風を導入すること
ができますが、冷蔵庫としての機能はあ
りませんので、飲食物の保存はできませ
ん。

*仕様により異なります。



275-

室内装置の使いかた

５

フロア収納ボックス（リア）*

後席の足元に収納スペースがあります。
ハンドル A を引き上げると開きます。

*仕様により異なります。

リアセンターアームレスト

アームレストを手前に引き下ろします。
カップホルダーが備えつけられています。

スキーフラップ

1．	リアアームレストを倒します。
2．	ハンドルを下に引きます。
3．	フラップを下げます。
4．	ラゲッジルーム側から荷物を入れま

す。



285-

室内装置の使いかた

５

サイドブラインド

2 列目のウィンドウにはブラインドが装
備されています。

使用するときは
1.	 中央のタブを引き上げてブラインドを

引き出します。
2.	 フックに引っ掛けて固定します。
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外装のお手入れ

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

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

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

内装のお手入れ

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

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

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

ウィンドウガラス、ミラー
市販のガラス専用クリーナーで洗浄して
ください。

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

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

保管前に行うこと
・タイヤのフラットスポット（変形）を防ぐ
ために、タイヤ空気圧を規準より30～
50%ぐらい上げてください。

・バッテリーの端子をはずしてください。
・必要に応じて、ボディーカバーをかけて
ください。

保管中に行うこと
1ヵ月に1回程度、バッテリーの端子を
接続してエンジンを数分～数十分かけて
バッテリーを充電してください。
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エンジンルームの点検
●エンジンルーム内の点検をする前
に、エンジンが冷えていることを確
かめてください。

･ エンジンが熱いときは、イグニッショ
ンがオフになっていてもファンが回
りだして、思わぬケガをすることが
あります。

●エンジンルームから蒸気や冷却水が
噴き出ている場合は、ボンネットを
開けないでください。やけどやケガ
を負うおそれがあります。

●作業手順が分らない場合や、必要
な工具が不足していたり工具の使用
方法がわからない場合は、作業を行
わないでください。

●エンジンが停止しているのを確認
し、キーをイグニッションスイッチか
ら抜いてください。また、シフトレ
バーをＰ（A/T車）、Ｎ（M/T車）に
入れ、パーキングブレーキをかけて
ください。

①：	パワーステアリングフルードタンク
②：	ウィンドウウォッシャーとヘッドラン	

プウォッシャー*液タンク
③：	クーラント（冷却水）タンク
④：	ブレーキフルードタンク
⑤：	バッテリー

*仕様により異なります。

⑥：	ヒューズボックス
⑦：	エアフィルター*
⑧：	エンジンオイルレベルゲージ
⑨：	エンジンオイル注入口
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熱くなっているエンジンの部品には触
れないでください。また、熱くなって
いるエンジンやエキゾーストシステム
の上に、オイル等の液体をこぼさない
でください。やけどや火災のおそれが
あります。

エンジンルームのカバー類を取りはず
すときは、止めているクリップを損傷
しないように注意してください。また、
取り付けるときにも注意して取り付け
てください。
カバーがしっかりと取り付けられてい
ないと、走行中にはずれて可動部に巻
き込まれるなどして、故障や事故の原
因になることがあります。

●オイル交換
交換頻度は、この章の「推奨交換時期」
をご覧ください。
ただし、市街地や山岳地の走行が多いと
きには、オイル交換を早めに行います。

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

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

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

●エンジンオイルの点検
1．車を水平な場所に停めます。
2．	エンジンを停止して15分以上経過し

てからオイルレベルゲージを抜き取
り、布でオイルを拭き取ります。

3．	元の穴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。

レベルゲージに付着したオイルの汚れ具
合も点検します。
オイルはエンジンの回転によって少しず
つ消費されていきます。1000Kmあた
りの消費量は最大で0.5リットルです。
オイルの点検はこまめに行い、必要に応
じて補充してください。
オイルの消費量が急に増えたり、汚れが
ひどくなったときは、プジョーディーラー
で点検を受けてください。

A：上限

B：下限
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●ブレーキフルードの量
ブレーキフルードの量は、タンクの
MAXレベル付近にあれば適正です。定
期的に量を確認してください。

●ブレーキフルードの交換
ブレーキフルードは、時間がたつと吸湿
し耐熱温度が低く（ベーパーロックが起
こりやすく）なりますので、定期的に交
換してください。
交換頻度は、この章の「推奨交換時期」
をご覧ください。

ブレーキフルードが肌に直接触れるの
は避けてください。腐食性が強く、健
康に害を及ぼすことがあります。

ブレーキフルードは車の塗装面を傷め
ますので、付着した際にはすぐに水で
洗い流してください。

*仕様により異なります。

●冷却水の点検
点検は、エンジンを停止してから1時間
以上経過して、冷却水が冷えていること
を確認してから行ってください。
冷却水が少ないときは、冷却水を補給し
ます。冷却水の減りが著しいときは、プ
ジョーディーラーで点検を受けてくださ
い。
冷却水の補給には、プジョー純正クーラ
ントを稀釈して使用してください。

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

冷却水の交換は必要ありません。

●パワーステアリングフルードの量
エンジンが冷えて常温と同じ状態のと
き、パワーステアリングのリザーバータ
ンク内のフルードがMINとMAXの間に
あれば適正です。
MINより少ないときは、プジョーディー
ラーで点検と補給を受けてください。

ウォッシャー、ヘッドランプウォッ
シャー*液
タンク内のウォッシャー液が少ないとき
は、警告音とともにマルチファンクショ
ンディスプレイにメッセージが表示され
ます。
プジョーの推奨品で補給してください。

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

エアフィルター、室内フィルター、
活性炭フィルター
交換頻度は、この章の「推奨交換時期」
をご覧ください。
市街地やほこりが多いところでの走行が
多いときは、早めに交換してください。
交換はお近くのプジョーディーラーにご
依頼ください。
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ブレーキパッド
ブレーキパッドは運転の状況により消耗
の度合いが変わります。定期的に点検を
受けてください。ブレーキパッドが摩耗
するとブレーキフルードのレベルも下が
ります。

パーキングブレーキ
パーキングブレーキの作動が適正である
か確認してください。
プジョーディーラーで点検を受けてくだ
さい。

オートマチックトランスミッション
フルード（ATF）
交換の必要はありません。

マニュアルトランスミッションオイ
ル
交換の必要はありませんが、60,000km
走行ごとにプジョーディーラーでオイル量
の点検を受けてください。

環境汚染防止のために、使用済みのエ
ンジンオイルやブレーキフルードなど
は、絶対に地面や下水に廃棄しないで
ください。

●車のパフォーマンスを最大に引き出
すためには、パワーステアリングや
ブレーキシステム同様、プジョーが
指定する部品を使用することが重要
です。

●エンジン本体への高圧洗浄は、電
子機器への影響を避けるためにも
絶対におやめください。
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電球の交換

●作業手順がわからない場合や、必要な
工具が不足していたり工具の使用方法
がわからない場合は、作業を行わない
でください。

●電気回路を改造しないでください。

*仕様により異なります。

●交換する電球には、油等の汚れを
付けないでください。電球は、きれ
いで、乾いた布で持ち、指紋などを
付着させないでください。

●ヘッドランプの透明レンズはプラス
チック製です。溶剤を使用したり、荒
い布などで強くこすらないでください。

●高圧洗車機を使用するときは、ヘッ
ドランプ付近に長時間当てないでく
ださい。塗装がはがれるおそれがあ
ります。

●ヘッドランプを交換するときは、UV
カット仕様の電球を使用してくださ
い。ヘッドランプのレンズ等が損傷す
るおそれがあります。

低温高湿度のときなど、ヘッドランプ
の透明レンズの内側が曇ることがあり
ますが、異常ではありません。ライト
が点灯すると、数分で消滅します。

ヘッドランプとフロントフォグランプ

標準モデル
①：	方向指示器	(HP24-24	W)
②：	ロービームヘッドランプ	(H7-55	W)
③：	ハイビームヘッドランプ	(H7-55	W)
④：	デイタイムランプ	(HP24-24	W)*
⑤：	フロントフォグランプ	(PS24-24	W)
⑥：	ポジションランプ	(W5-5	W)

電球の表面が冷えてから交換してくだ
さい。消灯直後は電球の表面が高温
になっているため、やけどをするおそ
れがあります。
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キセノンディレクショナルヘッドライト 
装着車

①：	方向指示器(HP24-24	W)
②：	ハイ／ロービームヘッドランプ		

(D1S-35	W)
③：	デイタイム／ポジションランプ	 	

(P21／5	W)
④：	フロントフォグランプ	 	

(PS24-24	W)

キセノンヘッドランプバルブ（D1S-
35･W）の交換は、プジョーディーラー
にお申し付けください。感電する可能
性があり危険です。

方向指示器用電球（HP24-24 W)
方向指示器用電球の交換はプジョー
ディーラーにお申し付けください。 ロービームヘッドランプ用電球(H7-55 W)

1．	タブを引いて、交換する電球のカバー
をはずします。

2．コネクターをはずします。
3．	スプリングを押して電球をはずしま

す。
4．電球を交換します。
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ハイビームヘッドランプ用電球 (H7-55 
W)
1．	タブを引いて、交換する電球のカバー

をはずします。
2．コネクターをはずします。
3．	スプリングを押して電球をはずしま

す。
4．電球を交換します。

ポジションランプ用電球(W5-5 W)
1．	タブを引いて、交換する電球のカバー

をはずします。
2．電球を交換します。

フロントフォグランプ用電球 (PS24- 
24 W)
フロントフォグランプ用電球の交換はプ
ジョーディーラーにお申し付けください。

ドアミラーウィンカー

1．	マイナスドライバーを矢印の位置に差
し込みます。

2．	マイナスドライバーを起こしてウィン
カーユニットを引き抜きます。

3．	ウィンカーのコネクターをはずしま
す。

	 ウィンカーユニットはプジョーディー
ラーでお求めください。

交換ができないときは、プジョー
ディーラーにお申し付けください。
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テールランプ

① ：	ストップ／ポジションランプ
	 	 (P21／5	W)
② ：	リバースランプ	(P21	W)
③ ：	方向指示器	(PY21	W-21	W)
④ ：	ポジションランプ	(P5-5	W)
⑤：リアフォグランプ	(P21	W)

テールランプ用電球の交換

１．	カバーをはずします。
２．	固定ナット2つをはずします。
３．	ランプユニットを外側からはずします。
４．	コネクターをはずします。

５．	タブ6つを押して、ランプホルダーを
取り出します。

６．	電球を1／4回転させてはずします。
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番号灯（W 5-5 W）

１．	マイナスドライバーをレンズの穴に差
し込みます。

２．	ドライバーで外側に向ってこじってレ
ンズをはずします。

３．	電球を引き抜きます。

リアフォグランプ（P21 W）

１．	バンパーの下側から電球を確認します。
２．	電球を1／4回転させてはずします。

ハイマウントストップランプ（ LED ）

ハイマウントストップランプの交換はプ
ジョーディーラーにお申し付けください。

ポジションランプ（P5-5 W）

１．	テールゲートを開けます。
２．	マイナスドライバーを差し込んでカ

バーをはずします。
３．	固定ナットをはずします。
４．	ランプユニットをはずします。
5.	 コネクターをはずします。
6.	 電球を1／4回転させてはずします。
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６

ヒューズの交換

ヒューズボックスは、助手席のグローブ
ボックス内とエンジンルーム（左側）にあ
ります。

●ヒューズの交換

交換する前に、ヒューズが不良となっ
た原因を見つけて処置をしておいてく
ださい。正しい処置をしておかないと、
再発するおそれがあります。

ヒューズは容量によって色分けされてい
ます。必ず同じ色（容量）のヒューズと交
換してください。
ヒューズを交換するときは、カバーに備
えてある専用ピンセットを使用してくだ
さい。

正常なヒューズ 切れたヒューズ

室内側ヒューズ
室内側のヒューズボックスは、助手席の
グローブボックス内にあります。
ヒューズボックスカバーのネジをコイン
などで1／4回転させると開きます。
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ヒューズ位置 容量 機能（仕様により装備が異なるため、ここでは全車に適合する表記をしています。）

F1 15A リアワイパー

F2 － 未使用

F3 5A エアバッグ、プリテンショナー

F4 10A 自動眩防ルームミラー、エアコン、コントロールスイッチ、リアマルチメディア

F5 30A フロントパワーウィンドウ

F6 30A リアパワーウィンドウ

F7 5A
グローブボックスランプ、ルームランプ、マップランプ、サンバイザーランプ、センターアームレスト
ランプ、ラゲッジルーム12Vソケットリレー

F8 20A カーステレオ、マルチファンクションディスプレイ、アラーム

F9 30A フロント12Vソケット／シガーライター、リア12Vソケット

F10 15A ステアリングスイッチ

F11 15A イグニッションスイッチ

F12 15A レインセンサー、日射センサー

F13 5A エンジンヒューズボックス、エアバッグECU

F14 15A メーターパネル、メーターパネルディスプレイ

F15 30A ドアロック

F17 40A リアウィンドウデフォッガー

SH － シャント
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エンジンルーム側ヒューズ
ヒューズボックスは、バッテリーの横に
取り付けられています。
ヒューズを点検、交換するときは、ヒュー
ズボックスカバーをはずします。
作業後は、カバーがきちんと掛かってい
ることを確認してください。

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

F1 20A エンジンコントロール

F2 15A ホーン

F3 10A ワイパー（フロント、リア）

F4 20A デイタイムランプ

F5 15A キャニスターパージ、ターボソレノイドバルブ

F6 10A
診断ソケット、ディレクショナルヘッドランプ、ディ
スタンスアラート、冷却水温度検知、ドアミラー

F7 10A パワステ、オートマチックトランスミッション

F8 25A スターターコントロール

F9 10A クラッチペダル、ブレーキペダルスイッチ

F10 30A
エンジンECU（イグニッションコイル、ソレノイド
バルブ、O2センサー、ヒーター）

F11 40A エアコンブロアファン

F12 40A ワイパー

F13 40A BS（ I	イグニッション＋）

F14 30A エアポンプ

F15 10A 右ハイビームヘッドランプ

F16 10A 左ハイビームヘッドランプ

F17 15A 左ロービームヘッドランプ
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ヒューズ位置 容量
機能（仕様により装備が異なるため、ここでは全車に
適合する表記をしています。）

F18 15A 右ロービームヘッドランプ

F19 15A オイルヒーター

F20 10A サーモスタット、VTi

F21 5A
ファンアッセンブリーリレー、バルブトロニックコ
ントロール

車の電気回路は、出荷時に装着されている装備に合わせて設計、製作されています。
推奨していないアクセサリーの取り付け、アクセサリーの不適切な取り付け、ワイヤー
ハーネスの加工などは、他の電装品の正常な作動を妨げたり火災の原因となることが
あります。
プジョーでは、当社が供給や推奨していない、10mA以上の電流を消費するアクセサ
リーの取り付けや、当社の指示に従わない装着方法によって発生した車、および機器
の不具合の修理については、その費用を負担いたしません。
エンジンルームの30A以上の大容量ヒューズは、車の電装システムを2重に保護してい
ます。これに関わる作業は、プジョーディーラーにお任せください。
アクセサリーその他の電気製品の取り付けは、プジョーディーラーにご依頼ください。
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燃費の改善について

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

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

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

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

タイヤ
交換するときは、現車と同一サイズでプ
ジョーが推奨する銘柄、グレードのタイ
ヤを使用してください。

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

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

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

ターボエンジン車には、必ず指定されたオイルのみを使用してください。

エンジンオイル 1年または20,000Kmごと

オイルフィルター 1年または20,000Kmごと

ブレーキフルード 2年または60,000Kmごと

エアフィルターエレメント 2年または40,000Kmごと

スパークプラグ 2年または40,000Kmごと

室内フィルター 1年または20,000Kmごと

推奨油脂類

エンジンオイル
TOTAL	QUARTZ	INEO	ECS

（5W-30）

ブレーキフルード
PEUGEOT	DOT4（DOT4）

クーラント
PEUGEOT	GENUINE	COOLANT
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もしものとき

ホイール（タイヤ）の交換･･････････････････････････････ 7-2
パンク修理キット･････････････････････････････････････7-7
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けん引されるとき･･･････････････････････････････････ 7-15
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ホイール（タイヤ）の交換

●スペアタイヤと工具の位置*

スペアタイヤと工具は、ラゲッジルーム
の中敷板の下に格納されています。

●工具箱の取り出し
１．	可動式フロアを斜めに固定します。
２．	ラゲッジルームマットを引き上げ、吊り

ひもをラゲッジルームのフックに引っか
けて保持します。

３．	ポリスチレンの箱を取り出します。
４．	引き上げながら工具箱を取り出します。

ジャッキと工具
①：	ホイールレンチ*
②：	ジャッキ*
③：	専用ピンセット
④：	センタリングツール*
⑤：	ホイールレンチアダプター（盗難防止

ボルト用）*
⑥：	輪止め
⑦：	けん引ボルト
⑧：	ブレーキ解除ツール

*仕様により異なります。
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●スペアタイヤの取り出し

1．黄色い中央のボルトをゆるめます。
2．スペアタイヤを取り出します。

●タイヤの格納

1．	タイヤを入れます。
2．	黄色いボルトを少し緩め、ホイール

の中央にねじ込みます。
3．	タイヤが正確に収まっていることを

確認して、きつく締めます。

4．工具箱をホイールの中央に戻します。
5．ポリスチレンの箱を戻します。

工具入れを収納するホルダーは、元の
位置に戻してください。
ホルダーはラゲッジルームの床の支え
を兼ねていますので、ないと床が変形
します。

●タイヤ交換後の処理
1.	 交換したスペアタイヤの空気圧を確認

してください。
2.	 はずしたタイヤの修理を早急に行い、

スペアタイヤと交換してください。
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●ホイールの取りはずし

硬く平坦な路面で安全な場所に車を停め
ます。
パーキングブレーキをかけ、シフトレバー
をPまたは1速（マニュアルトランスミッ
ション車）の位置に入れてイグニッションを
オフにします。
メーターパネルのブレーキ警告灯とパーキ
ングブレーキスイッチのインジケーターが
点灯していることを確認します。
取りはずすタイヤと対角位置にあるタイヤ
に輪止めを当てます。

手順

1．専用ピンセット③を使用して、ボルト
カバーをはずします。

2．ホイールレンチアダプター⑤をホイー
ルレンチ①に取り付けます。（盗難防
止ボルト）

3．ホイールレンチ①でボルトを少しゆ
るめます。

4．ジャッキ②を車の下側フレームA部
分（リアはB部分）にあてがい、軽く
ジャッキアップしてジャッキがA（も
しくはB）に確実に収まっていること
を確認してください。

5．タイヤが地面から完全に離れるくら
いまでジャッキアップします。

6．ボルトをはずします。なくさないよう
に注意してください。

7．ホイールをはずします。
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●スペアタイヤの取り付け 手順

1．センタリングツール④を利用して位
置決めをしてホイールをハブにはめ
ます。

2．	ボルトを差し込み、手で止まるまで
回します。

3．	盗難防止ボルトをホイールレンチア
ダプター⑤を取り付けたホイールレ
ンチ①で軽く締めます。

4．	他のボルトをホイールレンチ①を使っ
て締めます。

5．	ジャッキ②を完全に緩め、タイヤを
接地させます。

6．	ホイールレンチアダプター⑤を取り
付けたホイールレンチ①で盗難防止
ボルトを締めていきます。

7．	他のボルトをホイールレンチ①を使っ
て締めます。

8．	はずしたボルトカバーをそれぞれの
ボルトに取り付けます。

9．	パンクしたタイヤや工具類をしまい
ます。
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●ジャッキアップするときは、必ず輪
止めを使用し、絶対に車の下に入ら
ないでください。バランスが崩れた
場合に車がジャッキからはずれ、落
下するおそれがあります。
●ホイールボルトとハブのネジ部に注
油したり、他のボルトを使用しない
でください。走行中にネジが緩み、
タイヤがはずれるおそれがあります。
●ジャッキアップするときは、乗員を
全員車両から降ろしてください。
●ジャッキアップ中はエンジンを始動
させないでください。エンジンの振
動により、ジャッキが外れるおそれ
があります。
●指定された場所以外にジャッキを装
着しないでください。車両が損傷し
たり、ジャッキが外れるおそれがあ
ります。

●タイヤを交換するときは、必ず同サ
イズ同種類のタイヤを使用してくだ
さい。他のタイヤを使用すると、安
全走行に悪影響をおよぼします。

●スペースセーバータイヤの空気圧は
4.2kgm2です。定期的に点検してく
ださい。また、このタイヤ使用時の
最高速度は時速80Kmです。

●スペースセーバータイヤは一時的な
使用に限られています。常用タイヤ
のパンクなどで使用したときは、早
急にパンクの修理を行い交換してく
ださい。

●搭載されているジャッキやレンチ、
スペアタイヤは、この車専用です。
他の車に使用したり、他の車のもの
を使用したり、他の用途に使用しな
いでください。

盗難防止ボルトの専用アダプターを使
用するときは丁寧に扱ってください。
急激な力を加えたり、乱暴にレンチを
回すと、ピンを破損することがありま
す。

●盗難防止ボルトの専用アダプターの
番号を控えておいてください。紛失
した際に、番号から複製を入手する
ことができます。

●ホイールボルトの締め付けトルクは
10dNm（約9.5kgm）です。

●アルミホイールのかわりにスチール
ホイールやスペースセーバータイヤ
を使用するとき、ホイールボルトの
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。
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パンク修理キット*

●パンク修理キットの場所

パンク修理キットは、ラゲッジルームの
中敷板の下に格納されています。

●パンク修理キットはプジョーディー
ラーでお買い求めいただけます。
●タイヤのトレッド部またはショル
ダー部以外の損傷によるパンクは、
パンク修理キットを使用して修理す
ることができません。
●タイヤに刺さった釘などは抜かずに
そのまま応急修理をしてください。
●修理キットを使用するときは、すべ
ての手順を行ってください。

●使いかた
1．	イグニッションをオフにします。
2．	切り替えノブAを「 SEALANT 」に

合わせます。
3．	スイッチBが0になっていることを確認

します。

4．	白いホースCを修理するタイヤのバル
ブに接続します。

5．	コンプレッサーの電源コードを12Ｖ電
源ソケットに差し込みます。

6．	ケースに貼付されている注意ステッ
カーをはがして、ステアリングホイー
ルに貼り付けます。

7．	エンジンを始動します。

*仕様により異なります。
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8．	 スイッチBを1にして、 空 気 圧を
2.0barsまで昇圧します。

9．	 パンク修理キットを取りはずし、ただ
ちに走行してタイヤ内に修理剤を行
き渡らせます。このとき、時速20〜
60Kmで約3Km走行します。

10．	空気圧を点検して空気の漏れがない
ことを確認します。

11．	切り替えノブAを「 AIR 」に合わせ
ます。

12．	黒いホースDを修理するタイヤのバ
ルブに接続します。

●修理剤にはエチレングリコールなど
が含まれています。目や口に入らな
いように十分注意してください。

●パンク修理キットはお子さまには使
用させないでください。

5～7分以内に2.0barsまで昇圧しな
いときは、パンク修理キットを使用し
て修理できません。プジョーディーラー
にお問い合わせいただくか、レッカー
の手配をしてください。

パンク修理キットを取りはずすときは、
修理剤が車に付着しないように気をつ
けてください。付着するとシミになる
おそれがあります。
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13．	コンプレッサーの電源コードを12Ｖ
電源ソケットに差し込みます。

14．	エンジンを始動します。

15．	空気圧が運転席側ドアピラー部に表
示されている適正値になるように調
整します。
・昇圧：	スイッチBを1にする。
・減圧：	スイッチBを0にしてボタンE

を押す。
16．	空気の漏れがないことを確認します。
17．	コンプレッサーを取りはずし、パンク

修理キットを元の位置に格納します。
18．	時速80Km以下で走行し、できるだ

け早くプジョーディーラーでタイヤの
修理、交換を行ってください。

パンク修理キットで修理した後は、約
200Km以上走行しないでください。
できるだけ早くプジョーディーラーで
タイヤの修理、交換を行ってください。

空気圧が適正値にならないときは、パ
ンク修理キットを使用して修理できま
せん。プジョーディーラーにお問い合
わせいただくか、レッカーの手配をし
てください。

●修理剤は一度しか使用できません。
使用後は、新品の修理剤をプジョー
ディーラーでお買い求めください。

●使用済みの修理剤カートリッジはプ
ジョーディーラーまでお持ちいただ
くか、地域条例に従って廃棄してく
ださい。
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●修理剤カートリッジの交換方法
一度使用したカートリッジは、中身が残っ
ていても再使用できません。販売店で新
品のカートリッジをお求めください。

取り外し

カートリッジのホース出口を反時計方向
に回すと外れます。

取り付け

新しいカートリッジのOリングの状態を
確認してからケースに差し込み、時計方
向に回してねじこんでください。

● コンプレッサーとして使用する 
場合

黒いホースを使用することで、汎用のコ
ンプレッサーとして使用できます。必要
に応じて付属のアタッチメントをご使用
ください。

パンク修理剤の有効期限は、製造後
約8年です。有効期限はカートリッジ
に表示されています。
例：･EXP：04/2017
･ II
･ 2017年4月まで
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バッテリーが上がったとき

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

●バッテリーの位置

バッテリーはエンジンルーム左側（ボン
ネットを開いて右側）にあります。

●充電器を使用して充電
1．	バッテリーの（＋）ケーブルをはず

し、バッテリーの端子に汚れがない
ことを確認します。

2．	最初に充電器のマイナス端子（ー）
をボディに接続し、次にプラス端子
（＋）をバッテリーのプラス端子（＋）
に接続します。

3．	充電器の取説に従って充電します。
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●他のバッテリーで始動
1．バッテリーA（上がったバッテリー）・

B（電源を供給するバッテリー）のプ
ラス端子（＋）を赤いケーブルで接続
します。

2．電源を供給する側の車のバッテリー
Bのマイナス端子（ー）に、黒いケー
ブルを接続します。

3．未接続の黒いケーブルを、バッテリー
上がりを起こした車両の車体Cに接
続します。

4．スターターを回してエンジンを始
動します。

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

●エンジンの回転中は、バッテリーの
ターミナルから車両ケーブルをはず
さないでください。

●バッテリーの車両ケーブル（＋）を接
続したまま充電しないでください。

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

●ケーブルのプラス端子とマイナス端
子を絶対に接触させないでくださ
い。

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

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

●凍ったバッテリーを充電すると爆発
するおそれがあります。バッテリー
が凍ったら新品と交換してくださ
い。

●電源を供給するバッテリーは12Vの
ものを使用してください。
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●黒いケーブル（マイナスケーブル）を
車体に接続する際には、燃料系統や
ブレーキホース／パイプに接触させ
ないでください。
●ケーブルやエンジンルーム内の回転
部分や可動部分に接触しないよう注
意してください。
●バッテリーが凍っている場合は、ケー
ブルを接続しないでください。破裂
するおそれがあります。バッテリー
が凍ったら新品に交換してください。

●イグニッションをオフにして2分経過
してからバッテリーの接続をはずし
てください。

●バッテリーからケーブルをはずす前
に、パワーウィンドウを閉めてくだ
さい。
閉めていないと、充電後に再度の初
期化が必要になります。

●充電後、はずしたケーブルをバッテ
リーに接続してエンジンを始動する
ときは、電子機器の初期化のために
イグニッションをオンにしてから約1
分間待って始動してください。
何か異常を感じたら、プジョーディー
ラーにご連絡ください。

●お車を1ヶ月以上使用しない場合は、
バッテリーの接続をはずしてくださ
い。

●バッテリーは硫酸や鉛などの有害物
質を含んでいます。環境汚染防止の
ため、正しく廃棄してください。
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エコノミーモード
エンジンが停止してからも、オーディオ
機器などへの電源供給を最大30分間行
います。電源が切れると、マルチファン
クションディスプレイにEconomy mode 
activeメッセージが表示されます。
エンジンを再始動すると、電源の供給が
再開されます。
すぐにアクセサリーを使用したいときは、
エンジンを始動して数分間まわしてくだ
さい。
エンジンをかけていた時間が10分以下
のときは、約5分間アクセサリーを使用
できます。エンジンをかけていた時間が
10分以上のときは、約30分間アクセサ
リーが使用できます。

●バッテリー上がり防止のため、繰り
返しイグニッションをオフにしてライ
トを点灯させたり、アクセサリーを
使用しないでください。

●バッテリーを十分に充電するため、
前述のエンジン作動時間を守ってく
ださい。

●バッテリーの充電のために繰り返し
連続してエンジンを始動しないでく
ださい。

バッテリーが弱っている時は、エンジ
ンの再始動ができなくなるおそれがあ
ります。
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けん引されるとき

●けん引ボルトの場所

けん引ボルトはラゲッジルーム下の工具
入れに入っています。

●けん引について

吊り上げずに（4輪が接地した状態）けん
引されるとき
けん引時は、シフトレバーをNにしてくだ
さい。

前からけん引される場合

カバーの下側を押してはずし、けん引ボ
ルトが止まるまでねじ込みます。

後ろからけん引される場合

カバーの下側を押してはずし、けん引ボ
ルトが止まるまでねじ込みます。

吊り上げて（2輪が接地した状態）けん引
されるとき
けん引用の車輪に乗せて移動してくださ
い。
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エンジンが始動していない状態でけん
引される車両は、ブレーキペダルが重
く効きが悪くなっています。けん引し
ている前方の車両に追突しないよう注
意してください。また、パワーステア
リングも作動していません。ハンドル
も重くなっていますので注意してくだ
さい。

●4輪が接地した状態の車両がけん引
されるときは、必ずけん引ボルトを
使用してください。

●けん引ボルト以外の箇所にけん引
フックをかけないでください。

●けん引される車両のパーキングブ
レーキを解除してください。

●オートマチックトランスミッション
車がけん引されるときは、以下の点
にご注意ください。
・シフトレバーはNにしてください。
シフトレバーをN以外でけん引す
ると、ブレーキシステムが損傷す
るおそれがあります。また、次回エ
ンジンを作動するとき、ブレーキ
アシストが作動しないことがあり
ます。
・50Km以内の距離を、低速（時速
30Km以下）で移動してください。
・オートマチックトランスミッショ
ンにフルードを追加しないでくだ･
さい。

●けん引される車両は、ハザードラン
プをオンにしてください。
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車両データ・アクセサリー類・索引

識別表示･･･････････････････････････････････････････ 8-2
外形寸法･･･････････････････････････････････････････ 8-3
アクセサリー類･･････････････････････････････････････ 8-4
索引･･･････････････････････････････････････････････ 8-5
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●識別表示

D　タイヤ仕様と車体塗色コードラベル
タイヤとホイールサイズ、メーカー名、
適正空気圧、車体色などが記載された
ラベルが、運転席側のピラー部に張られ
ています。

A　車台番号（エンジンルーム内）
B　車台番号（フロントガラス下側）
C　認証ラベル

●タイヤのサイズによっては、タイヤ
チェーンが装着できません。詳しく
はプジョーディーラーへお問い合わ
せください。

●タイヤの空気圧は、走行前少なくと
も月一回の割合でチェックしてくだ
さい。

タイヤの空気圧が低すぎると、燃費が
悪くなります。
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●外形寸法

*数値は予告なく変更されることがあります。
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アクセサリー類

アクセサリー類
アクセサリー類は、プジョーの純正部品
を使用してください。取り付けは、付属
の取扱説明書に従ってください。

ルーフキャリア

ルーフキャリアの取り付け
キャリアを取り付けるときは、ルーフチャ
ンネルのカバーを開けます。
キャリアを含めた許容荷重は75kgです。

●ルーフキャリアはプジョー純正品を
取扱説明書にしたがって正確に取り
付けてください。

●プジョー純正以外のルーフキャリア
を使用したり、指示通りに取り付け
なかったりした場合、ルーフキャリ
アや荷物が落下し、事故やケガにつ
ながるおそれがあります。

●荷物の固定には、細すぎたり、損傷
したひもや不適切なひもは使用しな
いでください。荷物を固定する際に
は、適切なひもを使用し、しっかり
と固定してください。

●ルーフキャリアに荷物を積む際には、
ルーフキャリア許容荷重を超えない
ようにしてください。

●ルーフに重たい荷物や大きな荷物を
積んでいると、車両の重心が変わっ
たり風の抵抗が大きくなり走行に影
響を与えます。速度を控えたり、急
ブレーキ、急ハンドルを避ける等慎
重な運転を心がけてください。

キャリアの高さには注意してください。
特に高速走行を行うと、予想以上に負
荷がかかるので思わぬトラブルの原因
となることがあります。
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