
取扱説明書



ごあいさつ

このたびはプジョー306をお買いあげいただき，誠にありがとうございます。
この取扱説明書には，プジョー 306の一般的な取り扱いや簡単な整備の方法が記
載されています。
プジョー306をご使用になる前に本書をよくお読みになって，プジョー306を末
永くご愛用いただきたいと願っております。
また，ご家族やご友人などにプジョー 306をお貸しになる際も，本書を一読され
るようお勧めください。

本書には車の簡単な点検や修理方法についても説明されています。
この取扱説明書を車内に保管し，いつでも読み返すことができるようにしてくだ
さい。なお，車両に添え付けられているメンテナンスノート（整備手帳）は，携
行が義務付けられています。この取扱説明書とともに常時携行していただくよう
お願い申し上げます。



プジョー 306 を取り扱う前に，この取扱説明書をよく
読んでください。
この取扱い説明書には，車両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，車両を取り扱ううえで
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。
したがって，これらの警告や注意を守らない場合には，
死亡を含む人的な傷害や車両の破損などにつながる可能
性があることをご理解ください。

●消耗品，アクセサリーについて

プジョー 306 に使用する消耗品やアクセサリー類は，プジョー

純正部品をご使用ください。市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，車両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ものも見受けられます。プジョー

車本来の安全性や耐久性を損わせないためにも，プジョー純正

部品やアクセサリー類のご使用をお勧めします。

●改造について

プジョー 306 の非合法な改造は法に触れるだけでなく，車両の

安全性や耐久性を著しく損なうおそれがあります。また，車両

の保証修理が受けられなくなることがありますので，むやみな

改造を行わないようにしてください。本書に記載のない整備や

修理については，プジョーディーラーにご用命ください。

重要安全情報
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第 2 章 安全

警告ラベル .................................................................1-2

シートベルト..................................................................3

チャイルドシート...........................................................4

フロントエアバッグ ....................................................5-6

サイドエアバッグ........................................................7-8



燃料カットオフ装置リセット（復帰）ボタン

警告ラベル-エンジンルーム内 1

お車には，次の警告ラベルが貼られています。かならずラベルの指示を守ってください。

（各ラベルの貼り付け位置や内容は，モデルの仕様により多少異なることがあります）

ラジエーターキャップ

ブレーキフルード

電動クーリングファン

バッテリーの取り扱いについて



警告ラベル-車体 2

助手席エアバッグ装着車

エアバッグシステム装着車

チャイルドロック装着車



シートベルト 3

●シートベルトの高さ調整

ベルトを引き出し，ノブを引きながらアン

カーを上下にスライドさせて肩先と首との

間に当たるようにあわせます。

●フロントシートベルトの着用

水平方向にあるベルトが腹部でなく腰骨に

当たるようにして，バックプレートをバッ

クルにカチッと音がするまで差し込みま

す。バックルの赤いボタンを押すとはずれ

ます。

●フォースリミッター付きシート

ベルトプリテンションシステム

前方から強い衝撃を受けたときに，瞬間的

にシートベルトを引き込み，身体を拘束す

る効果を高める装置です。

フォースミリッターはベルトが身体に与え

る衝撃を和らげます。

注意

●シートベルトは，正しい姿勢で身体に密着
した状態で装着しなければ効果がありません。

●シートベルトの部品をむやみに外したり改
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。

● 10 年を経過したプリテンションシステム
は新品に交換する必要があります。プジョー
ディーラーにご用命ください。

●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。



チャイルドシート 4

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場合の安全対策については，常に大人の方が十分

ご注意いただくようお願いします。

●チャイルドシート

お子さまが乗車する場合はかならず後席に乗車させ，小さなお子さまはチャイルドシートなどを

併用したうえでシートベルトを着用させてください。

このタイプのシートは生後およそ 9 ヶ月（または体重 10Kg 位）迄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，進行方向と反対向きに取り付けてください。

9 ヶ月以上，3 〜 4 歳（または体重 10 〜 18Kg 位）迄のお子さまにこのタイプのシートをお使

いください。後席に，2 点または 3 点式シートベルトで固定します。

およそ 4 才（または体重 15Kg 位）以上のお子さまにお勧めするタイプです。

たとえ短時間の乗車でも，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。

後席の窓は 3 分の 2 以上開けないようにしてください。
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警告

●チャイルドシートを助手席に後ろ向きに取り
付ける際には，必ず助手席エアバッグの作動を
キャンセルしてください。キャンセルスイッチ
のない車両では，助手席に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。
ふくらんだエアバッグでケガをするおそれがあ

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。

●お子さまを車内に残したまま車から離れない
でください。直射日光の下では車内温度が非常
に高くなり，お子さまが脱水症状を起こして死
亡するおそれがあります。
また，お子さまのいたずらにより，車が走り出
して事故を起こすおそれがあります。



フロントエアバッグ 5

フロントエアバッグシステムは，前方

から極めて強い衝撃を受けたときにエ

アバッグが乗員とダッシュボードとの

間でふくらみ，シートベルトが身体を

拘束する効果と併せて乗員の身体がハ

ンドルやダッシュボードに打ちつけら

れる衝撃をやわらげる装置です。この

エアバッグは，運転席と助手席の２箇

所に装備されています。

●運転席エアバッグシステム

車両の正面衝突においては，エアバッグシ

ステムとシートベルトプリテンショナーの

電子センサーが急激な減速度を感知し，あ

る一定のレベルを超えると電気パルスをシ

ートベルトプリテンショナーに送ってシー

トベルトを引き上げます。

衝撃が非常に強い時は，センサーはさらに

次の電気パルスをステアリングホイール中

央に取り付けられたエアバッグシステムに

送ります。ステアリングホイール内に折り

たたまれていたエアバッグは瞬時に膨らん

で，運転者の胸や頭がステアリングホイー

ルに強く打ち付けられるのを和らげた後，

内部のガスが後方に抜けてしぼみます。

このガスには，若干刺激性があります。

●助手席エアバッグシステム

運転席エアバッグと同様の機能を持ってお

り，同時に作動します。

●助手席エアバッグキャンセルス

イッチ＊

チャイルドシートを助手席に，進行方向に

対して後ろ向きに取り付ける場合にはグロ

ーブボックスの上部に取り付けられたエア

バッグが作動しないようにする必要があり

ます。

助手席エアバッグの作動を止めるには，イ

グニッションキーをスイッチ 1 に差し込ん

で｢OFF｣の位置にします。

メーターパネル内の警告灯が点灯します。

チャイルドシートを取り外したら，忘れず

にスイッチを｢ON｣の位置に戻しておいて

ください。

1

＊仕様により異なります。



フロントエアバッグ 6

●エアバッグが作動する場合

正面からの強い衝撃が加わったときに作動

します。

●エアバッグが作動しない場合

側面や後方からの衝撃に対しては作動しま

せん。また，正面からの衝撃であっても，

シートベルトで乗員の保護が行える程度で

ある場合にも作動しません。

●エアバッグが作動した場合

エアバッグは一度しか作動しません。

事故の後には，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。

●助手席エアバッグ警告ラベル＊

助手席エアバッグの作動

を止めるスイッチが装着

されてる車両には，この

ラベルが付いています。

・｢ON｣の位置

助手席に大人が着席している場合は必ずこ

の位置にしてください。また，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。

・｢OFF｣の位置

チャイルドシートを進行方向に対して後ろ

向きに取り付けた場合は必ずこの位置にし

てください。また，助手席に大人が着席し

ている時にこの位置にしないでください。

このラベルが付いている車

両には，助手席エアバッグ

の作動を止めるスイッチが

装着されていません。

助手席には，チャイルドシートを進行方向

に対して後ろ向きに取り付けないでくださ

い。

●エアバッグ警告灯

通常の状態では，イグニッションス

イッチがオンになった後約 6 秒間

点灯しその後消灯しますが，助手席エアバ

ッグの作動を止めている場合（助手席エア

バッグキャンセルスイッチが｢OFF｣の位

置）は消灯しません。

このランプが点滅しているときは，プジョ

ーディーラーにご相談ください。

注意

●エアバッグ単独では衝撃を吸収する効果が
十分ではありません。かならずシートベルト
を正しく着用してください。
●ステアリングホイールと助手席ダッシュボ
ードに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物を置い
たり，立てかけたりしないでください。
エアバッグがふくらむときに置いた物が飛
び，乗員がケガをするおそれがあります。

・エアバッグや近くにある部品をむやみに外
さないでください。衝突の際に作動しなく
なるおそれがあります。また，誤ってエア
バッグを作動させるとケガをするおそれが
あります。

・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。

●エアバッグは 10 年間機能するよう設計さ
れています。それ以降は，プジョーディーラ
ーで部品を交換してください。

＊仕様により異なります。



サイドエアバッグ 7

●サイドエアバッグ警告ラベル＊

フロントシートにこのラベルが付いている

車両には，サイドエアバッグが装着されて

います。

サイドエアバッグシステムは，側方から極

めて強い衝撃を受けたときにエアバッグが

乗員と車体との間でふくらんで乗員の身体

に加わる衝撃をやわらげる装置です。この

エアバッグは運転席と助手席のそれぞれの

シートフレームに内蔵されており，衝撃の

加わった方向によって別個に作動します。

●サイドエアバッグシステム＊

車両の側面衝突においては，エアバッグシ

ステムの電子センサーが車体に加えられた

加速度を感知し，ある一定のレベルを超え

ると電気パルスをシートフレームに取り付

けられたエアバッグシステムに送ります。

シートバック内に折りたたまれていたエア

バッグは瞬時に膨らんであらかじめ設定さ

れたシート表皮部分から車内に展開し，乗

員の胸や頭がドアパネルに強く打ち付けら

れるのを和らげた後，内部のガスが解放さ

れてしぼみます。

このガスには，若干刺激性があります。

●エアバッグが作動する場合

側面からの強い衝撃が加わって乗員の頭部

や胸部その他身体に重大な障害が及ぶ恐れ

のあるときに作動します。

この条件は衝撃の強さやその他の要因によ

って変化します。

●エアバッグが作動しない場合

正面や後方からの衝撃に対しては作動しま

せん。また，側面からの衝撃であっても，

軽度である場合にも作動しません。

イグニッションスイッチがオフの状態では

作動しません。

●エアバッグが作動した場合

エアバッグは一度しか作動しません。

サイドエアバッグが作動した場合は，シー

トやコントロールユニットの交換が必要に

なります。

事故の後には，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。

＊仕様により異なります。



サイドエアバッグ 8

●サイドエアバッグ警告灯＊

イグニッションスイッチがオン

になった後約 6 秒間点灯し，

その後消灯します。

以下の場合には，プジョーディーラーにご

相談ください。

・ イグニッションスイッチをオンにして

も点灯しない。

・ 6 秒間点灯した後消灯しない。

・ 5 分間点滅した後，ずっと点灯したま

まである。

注意

●エアバッグ単独では衝撃を吸収する効果が
十分ではありません。かならずシートベルト
を正しく着用してください。
●フロントシートの内部にエアバッグが組み
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。
・シートカバーをかけないでください。
・ドアに寄りかからず離れた位置に着席して
ください。近づきすぎる乗車姿勢では，作
動したエアバッグによりケガをするおそれ
があります。

・エアバッグや身体の周囲にアクセサリーを
置かないでください。エアバッグの作動を
妨げたり，エアバッグがふくらむときに置
いた物が飛び，乗員がケガをするおそれが
あります。

・フロントシートを取り外したり，シートに
アクセサリーを取り付けないでください。
衝突の際に作動しなくなるおそれがありま
す。また，誤ってエアバッグを作動させる
とケガをするおそれがあります。

●エアバッグは 10 年間機能するよう設計され
ています。それ以降は，プジョーディーラー
で部品を交換してください。
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キー、リモコン 1

306 シリーズでは全車に集中ドアロッ

クシステムを採用しており，すべての

ドアやテールゲート(トランク)の施

錠・解錠が同時にできます。＊

●キー

キーには，メインキー（リモコンボタン付

き:写真右）とスペアキー（リモコンボタン

なし:写真左）があります。

ドアを解錠または施錠するには，キーをド

アのキーシリンダーに差し込んで回してく

ださい。ドアとテールゲート(トランク）が

自動的に同時に解錠または施錠されます。

●リモートコントロール

メインキーを車両に向けてボタン A を押す

とドアと，テールゲート(トランク)のロッ

クが同時に施錠され，ボタン B を押すと解

錠されます。

施錠時にはハザードランプが一回点灯し，

解錠時にはザードランプが数回点滅します。

車両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下さい。

●電池交換

しばらく使った後リモートコントロールが

作動しなくなったら，電池が消耗している

可能性があります。

ネジをはずし、リング部分をコインなどで

開いて同じ電池と交換して下さい。

（CR2016 3V 1 個）

●初期化

電池交換後リモートコントロールが作動し

なくなったら，以下の手順で初期化をする

必要があります。

・イグニッションをオフにします。

・イグニッションをオンにします。

・直ちにボタン A を押します。

＊仕様により異なります。

A

B



ドア，チャイルドロック 2

●ドア（外側から）

キーあるいはリモコンで解錠したあとにハ

ンドルを引き上げます。

●ドア（内側から）

ハンドルを手前に引きます。

●チャイルドロック（5 ドア車）

リアドアにはチャイルドロック機構が付い

ており，お子さまが乗車しているときは，

このボタンをキー等を使用して室内側に回

しておくと車外からは開けられますが，車

内からは開けられません。

●ドアロックノブ

施錠・解錠はロックノブで行い

ます。リアドア（5 ドア車），テ

ールゲートのロックはフロントドアに連動

して作動しますが，カブリオレのトランク

のロックは盗難防止のため解錠時は連動し

ません。

リアドアのロックノブを動かしても他のロ

ックは連動しません。

注意

●キーナンバーのついたタグを必ず保管して
おいてください。タグに記載されている番号
はキーを紛失した場合に新しいキーを作成す
る際に必ず必要となりますので，大切に保管
してください。

●車両を離れる際，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両のロックが解
除されてしまう恐れがあります。

●お子さまだけを車内に残して車を離れない
でください。思わぬ事故やけがのもととなり
ます。

1



テールゲート，フュエルリッド 3

●テールゲート(トランク)

キーあるいはリモコンで解錠したあとに，

バッジの下のボタンを押す(ブレークはレバ

ーを手前に引く)とテールゲートが開き，中

のランプが点灯します。

閉めるときは，内側のハンドルに手をかけ

て引き下げ，軽く下に押してください。

キーを使ってテールゲートだけを単独で施

錠したり解錠できます。(カブリオレのトラ

ンクはキー以外では解錠できません。）

・ 鍵穴にキーを差し込んで A から B の位

置に回すと解錠されます。

施錠する時は，逆に A の位置から C の

位置に回してから戻してください。

●テールゲートの非常時解錠(3

ドア及び 5 ドア車)＊

何らかの理由でテールゲートのロックが解

除できないときは，室内から解除すること

ができます。

・リアシートの背もたれを倒して，テー

ルゲートに近づきます。

・開口部にイグニッションキーを差し込

んでロック側にスライドさせるとロッ

クが解除されます。

●フュエルリッドオープナー

運転席側サイドシル上のレバーを引くとリ

ッドが開きます。リッドの内側には外した

キャップのホルダーがあります。

●フュエルキャップ(カブリオレ)

イグニッションキーを差し込んでフュエル

キャップを回して開閉して下さい。

＊仕様により異なります。

警告

熱でガソリンが膨張してあふれ，火災を起こ
すおそれがあります。給油口にあふれるまで
給油しないでください。

A

CB



ボンネット 4

●ボンネットを開けるには

ダッシュボード右側下にあるレバーを引

き，ロックを解除します。

●ボンネットを開けるには

ボンネットの下のロックレバーを押し上げ

ながらボンネットを上に持ち上げます。

●ボンネットストラット

ストラットがボンネットを保持します。

●ボンネットを閉めるには

ボンネットを引き下げて下から 30cm ぐら

いの位置で手を離してください。ボンネッ

トの重みで自然に閉まります。上から押さ

ないで下さい。

注意

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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運転席 1

各種装置

１. ライトスイッチレバー

２. メーターパネル

３. ワイパーレバー

４. ホーン＊

５. オド/トリップメーター

６. チルトステアリングレバー

７. ヘッドランプ照射角度調整ダイアル＊

８. メーターパネル照明コントローラー＊

９. リアパワーウィンドウロックスイッチ＊

10. 助手席エアバッグキャンセルスイッチ＊

＊仕様により異なります。

7

2
5

3
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1
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10
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ホーン，チルトステアリング 2

●ホーン＊

ライトスイッチレバー先端のボタン

(またはステアリングホイールのパ

ッド＊）を押してください。

●トリップメーターリセットボタン

ボタン A を押すと，トリップメーターの数

字がリセットされます。

サービスインジケーターの設定にも使用し

ます。

●メーターパネル照明コント

ローラー＊

ノブを回してメータ

ーパネルの明るさを

調整することができ

ます。

●ヘッドランプ

照射角度調整ダ

イヤル＊

ラゲッジルームに重

量物を積んだりして，

ヘッドランプが上向きになったときには対

向車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

ー 3 人乗車のとき

１ 5 人乗車のとき

２ 5 人乗車で，ラゲッジルームに物を積

んだとき

３ ドライバーのみでラゲッジルームがい

っぱいのとき

＊仕様により異なります。

●チルトステアリング

ロックレバーを下に下げるとチルトステア

リングのロックが解除されます。

ステアリングホイールの高さを調整し，ロ

ックレバーを上に引いてチルトステアリン

グをロックしてください。

A

警告
チルトステアリングの調整は車両が停止してい
るときに行ってください。



照明装置 3

●ライトスイッチ（リング A）

ヘッドライトの操作は，レバーのリング A

で行います。

すべてのライトが消灯します。

ポジョンランプおよびテールランプ

が点灯します。

ヘッドランプのロービームが

点灯します。

ヘッドランプをハイビームに切り換えると

きには，スイッチレバーを手前に引きます。

再度，手前に引くとロービームに切り換わ

ります。スイッチレバーを浅く手前に引く

と，パッシングライトとして使用できます。

●フォグランプ＊

フォグランプの操作は，レバーのリング B

または C で行います。

●リアフォグランプ（リング B）

フォグランプ消灯

リアフォグランプ点灯

ヘッドランプがオンのときに点灯し

ます。リング B はポジションランプをオフ

にすると自動的にオフの位置に戻ります。

●フロント/リアフォグランプ（リング C）
ポジションランプまたはヘッドランプがオ

ンのときに点灯します。

フォグランプ消灯

フロントフォグランプ点灯

フロント及びリアフォグラン

プが同時に点灯します。

ポジションランプをオフにす

ると自動的にフロントフォグランプだけが

点灯する位置に戻ります。

注意
イグニッションキーがストップ位置またはキー
が差し込まれていない状態で，ライトスイッチ
をオンにしたまま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。

警告
晴天時や雨天時のリアフォグランプの使用は後
続車に眩惑を与えます。不要なときには必ず消
灯してください。

＊仕様により異なります。

●方向指示器

右方向に出す場合：ライトスイッチレバー

を上に動かしてください。

左方向に出す場合：ライトスイッチレバー

を下に動かしてください。

ハザードスイッチを押しているときは，方

向指示器は作動しません。

B
A

C



ワイパー，ウォッシャー 4

●フロントワイパー

ワイパーレバーを図のような５段階の位置

に動かして作動させます。

３ 高速作動

２ 通常作動

１ 間欠作動＊/または AUTO ＊

０ 停止

４ レバーを押し下げている間だけ作動し

ます。下げてからすぐ手を離すと１回

だけワイパーが作動します。

●ウィンドウウォッシャー

ワイパーレバーの位置に関係なく，ワイパ

ーレバーを手前に引くとウォッシャー液が

噴射され，ワイパーが数回作動します。

● AUTO（雨滴感知式ワイパー）＊

3 ０６の一部のモデルには，降ってくる雨

の量に応じて自動的にワイパーが作動する

雨滴感知式ワイパーが装備されています。

ワイパーレバーを AUTO の位置にしてお

くと，降ってくる雨の量に応じて自動的に

ワイパーが作動します。イグニッションを

オフにするとこの機能はキャンセルされま

す。一度｢停止｣に戻してから再度セットし

てください。

●リアワイパー

リング A を１段動かすとリアワイ

パーが作動します。（間欠作動）

●リアウィンドウウォッシャー

さらに奥に１段動かすとリアウィン

ドウウォッシャーが作動します。

●ヘッドランプウォッシャー＊

ヘッドランプが点灯しているときに，ワイ

パーレバーを手前に引くとヘッドランプウ

ォッシャー液が噴射されます。

＊仕様により異なります。

注意
AUTO（雨滴感知式ワイパー）が装備されて
いない場合，間欠作動式になります。

お車を洗車する場合には，ワイパーレバーを
停止の位置にするか，またはイグニッション
スイッチをオフにしてください。洗車中にワ
イパーが突然作動して，思わぬけがをしたり，
お車を損傷するおそれがあります。

ワイパーゴムの交換が必要になったときには，
プジョーディーラーにご用命ください。プジ
ョー純正品をご使用ください。

3

2

1

0

4

A



1. 冷却水量警告灯

2. ハイビームインジケーター

3. ロービームインジケーター

4. スピードメーター

5. 左方向指示器インジケーター

6. エンジン油圧警告灯

7. ブレーキ警告灯

8. バッテリー警告灯

9. 右方向指示器インジケーター

10. タコメーター

11. フロントフォグランプインジケーター＊

12. リアフォグランプインジケーター

13. ABS 警告灯＊

14. 燃料計

15. 燃料残量警告灯

16. STOP 警告灯

17. シートベルト警告灯

18. サイドエアバッグ警告灯＊

19. フロントエアバッグ警告灯

20. 自動診断警告灯

21. オド/トリップメーター

22. リセットボタン

23. 冷却水温度計

＊仕様により異なります。

メーターパネル 5

●メーターパネル：マニュアルトランスミッション車

1 3 4 52 8 9 10

1517 1621 20

76 131211

1418192223



メーターパネル 6

●メーターパネル：マニュアルトランスミッション車

1. 冷却水量警告灯

2. ハイビームインジケーター

3. ロービームインジケーター

4. スピードメーター

5. 左方向指示器インジケーター

6. エンジン油圧警告灯

7. ブレーキ警告灯

8. バッテリー警告灯

9. 右方向指示器インジケーター

10. タコメーター

11. フロントフォグランプインジケーター＊

12. リアフォグランプインジケーター

13. ブレーキパッド摩耗警告灯＊

14. ABS 警告灯

15. 燃料計

16. 燃料残量警告灯

17. 油量/油温計＊

18. STOP 警告灯

19. シートベルト警告灯

20. サイドエアバッグ警告灯＊

21. フロントエアバッグ警告灯

22. 自動診断警告灯

23. オド/トリップメーター

24. リセットボタン

25. 冷却水温度計

＊仕様により異なります。

1 3 4 52 8 9 10

17 1619 1823 22

1476 131211

1520212425



メーターパネル 7

●メーターパネル：オートマチックトランスミッション車

1. 冷却水量警告灯

2. ハイビームインジケーター

3. ロービームインジケーター

4. スピードメーター

5. 左方向指示器インジケーター

6. エンジン油圧警告灯

7. ブレーキ警告灯

8. バッテリー警告灯

9. 右方向指示器インジケーター

10. タコメーター

11. フロントフォグランプインジケーター＊

12. リアフォグランプインジケーター

13. ブレーキパッド摩耗警告灯＊

14. ABS 警告灯

15. 燃料計

16. 燃料残量警告灯

17. 油量計

18. STOP 警告灯

19. シートベルト警告灯

20. サイドエアバッグ警告灯＊

21. フロントエアバッグ警告灯

22. 自動診断警告灯

23. シフトポジションインジケーター

24. オド/トリップメーター

25. リセットボタン

26. 冷却水温度計

＊仕様により異なります。

1 3 4 52 8 9 10

17 1619 1822

1476 131211

1520212526 24 23



メーターパネル 8

●冷却水温度計

針が A のゾーンにあるときには，水温は適

正です。

針が B のゾーンにあるときには，オーバー

ヒートの状態です。｢STOP｣警告灯が点灯

します。直ちに車を安全な場所に止めて，

ボンネットを開けてください。

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。

●エンジン油量＊/油温計＊

イグニッションを ON にすると油量を表示

します。

針が C のゾーンにあるときには，油量は適

正です。

針が D のゾーンにあるときには，エンジン

ルームのゲージでレベルを確認して必要な

らばオイルを補充してください。この指示

は車体が水平な場所にあってエンジン停止

後 10 分以上経過しているときに正常に表

示されます。

エンジン始動後は，油温計に切り換わりま

す。針が E のゾーンにあるときには，油温

は適正です。

針が F のゾーンにあるときには，油温が高

すぎます。温度が下がるまで速度を落とし

て走行してください。

＊仕様により異なります。

BA

FE

CD



STOP 警告灯

油圧警告灯と連動しています。

この警告灯が点灯したときは，すみやかに

車を停止させてプジョーディーラーに連絡

してください。

警告灯類 9

ブレーキ警告灯

パーキングブレーキがかかっているときあ

るいはブレーキ液が不足している場合に点

灯します。

バッテリ警告灯

イグニッションキーがアクセサリーの位置

にあるときのほか，以下の状態により充電

が行われないときに点灯します。

・ オルタネーターベルトが切れているか

緩んでいる

・ バッテリのターミナルが緩んでいる

・ オルタネーターの故障

プジョーディーラーで点検，修理を受けて

下さい。

エンジン油圧警告灯

イグニッション ON で点灯しエンジンが始

動すると消灯します。

この警告灯が点灯すると，STOP 警告灯も

同時に点灯します。点灯した場合は，エン

ジンオイルの圧力またはオイル量が不足し

ていますので直ちにエンジンを止め，オイ

ル量を点検し，必要なら補給してください。

冷却水量警告灯

冷却水量が不足しているときに点灯しま

す。直ちに車を安全な場所に止めて，エン

ジンが冷えるのを待ってから，冷却水を補

充してください。

自動診断警告灯

イグニッション ON で点灯し，エンジンが

始動すると消灯します。

この警告灯が点滅したり点灯した場合は，

点火系統または燃料噴射系統の故障です。

そのまま走行を続けると触媒装置がダメー

ジを受ける場合があります。プジョーディ

ーラーで点検を受けてください。

警告
どの警告灯が点灯した場合も，そのまま走行を
続けると車の装置を損傷したり，重大事故を招
くおそれがあります。
すぐ，最寄りのプジョーディーラーで点検を受
けてください。



ABS（アンチロックブレ

ーキ）警告灯＊

警告灯類 10

燃料残量警告灯

残燃料が 6 リットル以下になると点灯しま

す。

燃料タンクの容量は約 60 リットル(カブリ

オレは 50 リットル)です。

警告
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。

フロントエアバッグ警告灯

イグニッションを ON にしたときにおよそ

6 秒間点灯し，その後消灯します。

ただし助手席のエアバッグの作動を解除し

ている場合には消灯しません。

それ以外の状況で消灯しないか，走行中に

点灯，点滅した場合は，プジョーディーラ

ーで点検を受けてください。

サイドエアバッグ警告

灯＊

＊仕様により異なります。

イグニッションを ON にしたとき２〜３秒

間点灯し，その後消灯します。消灯しない

か，走行中に点灯したときは，アンチロッ

クブレーキ機能は作動しませんが，本来の

ブレーキ性能には影響ありません。

イグニッションを ON にしたときにおよそ

6 秒間点灯し，その後消灯します。消灯し

ないか，走行中に点灯したり点滅する場合

は，プジョーディーラーで点検を受けてく

ださい。

ブレーキパッド摩耗警告灯

ブレーキパッドの残量が少なくなっている

場合に点灯します。プジョーディーラーで

ブレーキパッドの交換をして下さい。



サービスインジケーター 11

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

イグニッションをオンにした後 5 秒間，ス

パナのマークが現れ，次回の点検までのお

よその残りキロ数を表します。

例：次回の点検までおよそ 4800 キロであ

ることを示しています。この表示は 5 秒間

現れます。

●次回の点検まで 1000 キロ以

内の場合

例：次回の点検までおよそ 900 キロである

ことを示しています。この表示は 5 秒間現

れます。

5 秒経過すると本来の機能に戻り，オドメ

ーターまたはトリップメーターとして機能

しますが，スパナのマークはそのまま残っ

て次回の点検が近いことを知らせます。
5 秒経過すると本来の機能に戻り，オドメ

ーターまたはトリップメーターとして機能

します。

5 秒経過すると本来の機能に戻り，オドメ

ーターまたはトリップメーターとして機能

しますが，スパナのマークはそのまま残っ

て点検が必要であることを知らせます。

●点検時期を経過した場合

イグニッションをオンにした後 5 秒間，ス

パナのマークと点検時期経過後のおよその

走行キロ数が点滅します。

例：点検時期を経過してからおよそ 300 キ

ロ走行したことを示しています。この表示

は 5 秒間現れます。



注意
各プジョーディーラーでは，お客様のお車の定
期点検が完了した際にサービスインジケーター
をリセットして，次の定期点検時期をお知らせ
するようにしています。その際，次の定期点検
の時期の設定については，それまでのお客様の
お車の使い方を判断して決めるようにしていま
す。
もし，お客様ご自身でご希望がある場合や，サ
ービスインジケーターのリセットをご希望しな
い場合は，お車を預ける際に，その旨をプジョ
ーディーラーの担当者にお伝えください。

サービスインジケーター 12

●点検間隔の設定

お車の使用環境によっては点検の間隔を短

くしてこまめにオイル交換などを実施する

必要があります。

その場合，以下の方法で次回の点検までの

間隔を設定することができます。

設定方法：

・イグニッションをオフにします。

・メーターパネルのリセットボタン 1 を

押し続けます。

・イグニッションをオンにします。

・数字が 10 から 0 までカウントダウン

を始めます。

・ 0 になる前にメーターパネルのリセッ

トボタンを離します。

・設定値が表示されます。

・リセットボタンを押すたびに設定キロ

数が入れ替わります。

1

・イグニッションをオンにします。

・数字が 10 から 0 までカウントダウン

を始めます。

・そのままメーターパネルのリセットボ

タンを 10 秒間押し続けます。

・表示が 0 に戻り，スパナのマークが消

えます。

・希望するキロ数が表示されたら，リセ

ットボタンを押し続けます。

・数字が 10 から 0 までカウントダウン

を始めます。

・カウントダウンが終了したらそのまま

リセットボタンを離します。

●ゼロリセット

リセットはプジョーディーラーが点検終了

後に行いますが，お客様がご自分で点検を

されてリセットする際には以下の方法で行

います。

・イグニッションをオフにします。

・メーターパネルのリセットボタンを押

し続けます。



センターコンソール 13

各種装置

１. カーステレオ

２. 風量調節ノブ

３. 温度調節ノブ

４. 室内送風切り替えノブ

５. エアコン ON/OFF スイッチ

６. 内/外気切り替えスイッチ

７. 時計，外気温度計＊

８. リアデフォッガースイッチ

９. ハザードランプスイッチ

10. シガーライター

＊仕様により異なります。

7

9 10

6

1

5

8

2 3 4



●デジタル時計＊

次の２つのボタンを押して時刻を設定しま

す。

Ａ：「時間」を合わせるとき

Ｂ：「分」を合わせるとき

●外気温度計付デジタル時計＊

ドアミラーに取り付けられたセンサーで外

気の温度を表示します。温度が−３℃か

ら＋５℃までのときは，「℃」の表示が点

滅して路面氷結の危険があることを知らせ

ます。

センターコンソール 14

●ハザードランプ

イグニッションキーの位置に関係なく作動

します。

他車に緊急停車中であることを知らせるた

めのものです。

＊仕様により異なります。

B

●リアウィンドウデフォ

ッガースイッチ

リアウィンドウの熱線に電気を流し，霜や

曇りを取り除きます。電気を消費しますの

で，エンジンがかかっているときのみ使用

してください。

電動ドアミラーの熱線＊も同時に作動しま

す。

タイマーにより約 12 分後には自動的にオ

フになります。途中で解除したいときはも

う一度スイッチを押してください。

カブリオレではリアウィンドウに風が吹き

出します。タイマーにより約 12 分後には

自動的にオフになります。途中で解除した

いときはもう一度スイッチを押してくださ

い。

A



空調装置 15

吹き出し口

1

2

3

4

5
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空調装置 16

吹き出し口

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. センターコンソール足下吹き出し口

送風の調整

ダッシュボードの中央と両側の吹出し口にはルーバーやシャッターが付いており，独自に風向や

風量を調節することができます。

風向，風量の細かい調節をしたいとき，風を止めたいとき，他の吹き出し口により多くの風を送

りたいときは，各吹出し口のルーバーやシャッターを使用してください。



空調装置 17

オートエアコン（カブリオレはマニュアルエアコン）

1 エアコン ON/OFF スイッチ

エアコンは高温時以外に曇り取りにも使用

できます。

このスイッチを押すと，インジケー

ターランプが点灯し，室温は温度調

節ノブでセットした温度に自動的に

コントロールされます。

風量調節ノブが｢AUTO｣の位置では，内外

気切り替えスイッチで内気循環を選択する

と自動的にエアコンが作動します。＊

性能維持のため，冬期でも月に１，２回５

〜 10 分程度運転することをおすすめしま

す。

4

1

2 温度調節ノブ

ノブを希望の温度に合わせます。

赤い方に回すと温度が上がり，青い方に回

すと温度が下がります。

2 35



注意

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
ますが，空気中の水分が凝結したもので，異常
ではありません。
エアコンを使用していても冷気がでないとき
は，使用を中止してプジョーディーラーにご連
絡ください。

空調装置 18

3 室内送風切換えノブ

ノブがどの位置にあっても，常にダッシュ

ボードの中央と両側の吹出し口から空気が

吹き出します。風量を調節したいときや，

他の吹き出し口により多くの風を送りたい

ときは，各吹出し口のシャッターを使用し

てください。

フロントウィンドウ，ダッシュボー

ドの中央と両側の吹出し口から風が

吹き出します。エアコンが自動的に

作動してフロントウィンドウの曇りをとり

ます。エアコンを止めたいときは別途エア

コン ON/OFF スイッチを押して下さい。

フロントウィンドウ，ダッシュボー

ドの左右と中央，そして足元に向け

て風が吹き出します。

足元とダッシュボード中央，左右か

ら風が吹き出します。

ダッシュボード中央と左右の吹出し

口からのみ風が吹き出します。

5 内/外気切換えスイッチ

このボタンを押すとインジケーター

が点灯し，外気が車内に入らなくな

ります。

いやな臭いが車内に入るのを防ぐときや，

急速に冷暖房したいときに使用します。

エアコンが自動的に作動してウィンドウの

曇りを防止します。

エアコンを止めたいときは別途エアコン

ON/OFF スイッチを押して下さい。

4 風量調節ノブ

風量を調節します。時計回り方向に

動かすと風量が増えます。

AUTO ＊：セットされた温度に合

わせてシステムが自動的に最適な風

量を選択してコントロールします。

＊カブリオレをのぞく。

●エアコンが作動する条件

1 送風切替えノブがフロントウィンドウの

位置で，イグニッションスイッチを ON に

するとエアコンが作動します。

2 風量調節ノブが AUTO の位置で，内／外

気切換えスイッチを押して内気循環を選択

すると，エアコンが作動します。

3 イグニッションスイッチを ON にすると，

基本的にはシステムが記憶している最後の

作動モードに戻りますが，車内の温度と設

定温度の差が大きく，外気温が５℃以上で

あれば自動的にエアコンが作動します。

4 イグニッションスイッチを ON にした時

に，車内の温度が 30 ℃以上でない限り，

自動的に外気導入モードになります。



●リアクォーターウィンドウ（３ドア車）
レバー 1 を起こし，ロックを解除してから

窓を押して開けてください。

パワーウィンドウ 19

●フロントパワーウィンドウ

・運転席側ワンタッチウィンドウ＊

開閉スイッチ 1 を強く操作してください。

スイッチから手を離しても，自動的に完全

に開閉します。

・運転席側マニュアルパワーウィンドウ

開閉スイッチを一段だけ引くか押すと，操

作している間だけウィンドウが上昇/下降

します。

・助手席側マニュアルパワーウィンドウ

開閉スイッチ 2 を操作している間だけ上

昇，または下降します。

●リアパワーウィンドウ（５ドア

車）＊

3 左側リアウィンドウ開閉スイッチ

4 右側リアウィンドウ開閉スイッチ

●リアウィンドウ用ロックボタン＊

このボタンを押すとリアウィンドウ開閉ス

イッチによるリアウィンドウの開閉ができ

なくなります。

＊仕様により異なります。

1

注意
パワーウィンドウによる事故を防ぐために，
お子さまが乗車している間は，たとえ短時間
でも車を離れるときにはイグニッションキー
を抜いてください。1

2

4
3



1

ミラー 20

●室内バックミラー

ミラーは，下部のつまみを前後に動かすこ

とによって上下に角度が変えられます。

夜間に後続車のヘッドライトがまぶしいと

きは調節してください。

●ダブルカーブドアミラー＊

運転席側のドアミラーは，斜め後方の視界

を広げるために 2 種類の曲率を持っていま

す。

●電動ドアミラースイッチ＊

調節したいミラーが左側であればロッカー

スイッチ 1 のツマミを左側に，右側であれ

ばツマミを右側に回します。

ミラーは上下・左右に角度が変えられま

す。動かしたい側にツマミを倒してくださ

い。調節が終わったら，ロッカースイッチ

のツマミを中立位置に戻してください。

●ドアミラーの格納
駐車の際には，手でミラーを格納すること

ができます。

＊仕様により異なります。

注意
ミラーの曲率が変化しているために，ミラーで
みた距離感覚と実際の車両との距離は異なりま
す。車両との間隔を判断する際には，この点に
十分ご注意ください。
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ウォークインスライド（5 ドア車を除く〕：
レバーを上に上げると，シートバックが倒

れてシート全体が前にスライドします。

背もたれの角度調節：
シート横のノブを回す（5 ドア車）かレバ

ーを上に上げて調節してください。

ヘッドレストの調節：
ヘッドレストを上下に移動させて調節しま

す。

シートの前後調節：
レバーを引き上げるとシートが自由に動き

ますので最適な位置にしてから，レバーか

ら手を離すと，位置が固定されます。

ドライバー用シートの高さ調節＊：
ノブを引き出して，レバーを上下してシー

トの高さを調節してください。

フロントシート 21

●フロントシートの調整

＊仕様により異なります。
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フロントシート 22

●ヘッドレスト

ヘッドレストの上端が頭部と同じ高さにな

るように上下に移動させて調節します。

姿勢に合わせて角度＊を調節します。

ヘッドレストを取り外すときには，一番上

に上げて基部のノブを押しながら引き上げ

ます。

●ランバーサポート＊

バックレスト横のノブを回して調節しま

す。

●シートヒータースイッチ＊

1-左側シートヒータースイッチ

2-右側シートヒータースイッチ

スイッチを押しすとオンになり，もう一度

押すとオフになります。

温度は自動で調節されます。

＊仕様により異なります。

21



リアシート 23

●リアシートを倒すには：

リアシートを倒すには：

・シートベルトのキャッチをシートバックのフック 1 に差し込みます。

・シートクッションのストラップ 2 を引いて後部を前方に引き上げます。

・シートベルトをホルダー 3 ＊に引っかけてからボタン 4 を押す（3 ドア車）か，ノブ 4 を

上げて（5 ドア車）シートバックのロックを外します。

・リアシートバックを前に倒します。

●リアシートをもとに戻すには：

・シートバックを“カチッ”という音がするまで，うしろへ押してください。

・シートクッションをもとの位置に戻します。

・リアシートヘッドレストとシートベルトをもとの位置に戻します。

3

注意
リアシートを倒すときは常にクッションを先に
起こしてください。機構を損傷することがあり
ます。
リアシートをもとに戻すときには，シートベル
トをはさまないように注意してください。

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

1

2

44



●リアパーセルトレイの取り外し

(ハッチバック車)

・ リアスピーカーのコネクターの根元を

回して外します。

・ 2 本のつりひもを外します。

・ トレイを持ち上げて外します。

●ラゲッジカバー(ブレーク)

・ テールゲートを開けて，カバーを前方

へ折り畳みます。

・ リアシートから，カバーを持ち上げて

外します。

●チャイルドシート用キャッチ＊

｢ISOFIX｣規格のチャイルドシートをワン

タッチで固定するためのキャッチです。

取り付け方法については，チャイルドシー

トの説明書に従ってください。

＊仕様により異なります。

注意
リアパーセルシェルフやトノカバーの上に硬
い物や重い物を置かないでください。加速や
ブレーキをかけたときに物が飛んできて，乗
員が負傷するおそれがあります。

リアシート 24



ルームランプ，サンバイザー 25

●電動サンルーフ＊

サンルーフを開けるときはスイッチ 1 の後

ろ部分を，閉めるときは前部分を押します。

チルト：サンルーフが閉まっているときに

スイッチの前の部分を押すとチルトアップ

し，後の部分を押すと閉まります。

●ルームランプスイッチ

スイッチ 2 は次の３段階の位置に切り換え

できます。

ライトは点灯しません。

ドアが開くと点灯します。

ドアの開閉に関係なく，イグニッシ

ョンキーがアクセサリーまたはオン

のときに点灯します。

●サンバイザー
サンバイザーの裏側にはミラー＊が備え付

けられています。

＊仕様により異なります。

1

2



グローブボックス，灰皿 26

●グローブボックス

イグニッションキーによってロックできま

す。

反時計回りに回すとロックされ，時計回り

に回すと解除されます。

●灰皿

取り外すときはふたを開け，ユニットを手

前に引き出します。

●シガーライター

押し込んでしばらくすると

自動的に持ち上がります。

●後席用灰皿

取り外すときはふたを開け，さらに大きく

開くとユニットが外れます。



電動ルーフ（カブリオレ） 27

●電動ルーフを開くには

イグニッションキーを ON（M）の位置にしてください。（この位置では各種警告灯が点灯します

がエンジンは始動しません）

1．室内の前側上部にあるロックレバー 1 を左右とも引き，フックを外します。

2．ルーフの前側を手で約 25cm ほど上げます。

3．センターコンソールにある中央のボタン 2 を押し続けます。（ルーフカバーが垂直に開き，ル

ーフを格納したあと完全に閉まるのが確認できるまでボタンを押し続けてください）

●電動ルーフを閉めるには

イグニッションキーを ON（M）の位置にしてください。（エンジンは始動しません）

１．センターコンソールにある中央のボタン 2 を押し続けます。（ルーフカバーが開き，ルーフ

前側がフロントガラス上部まで到達したあと，ルーフカバーが完全に閉まるのが確認できる

まで押し続けてください）

２．ロックレバー 1 をかけてください。（その際，フックが確実にかかっていることを確認して

からロックを行ってください。

注意
●電動ルーフの開閉は必ず車両を止めた状態で
行ってください。

●電動ルーフカバーを開いた状態での走行は大
変危険ですのでおやめください。

●電動ルーフとリアウインドウに異物や障害物
がない事を確認してください。また，ルーフが
漏れたまま格納するとシミの原因になります。

●電動ルーフのたび重なる開閉は，バッテリー
を消耗させます。

●トランクが開いている状態では電動ルーフの
開閉はできません。

●電動ルーフを開ける場合，ルーフの前側を手
で約 25cm ほど上げた状態からでないと電動
ルーフは作動しません。

●電動ルーフを作動させている途中で操作を止
めると，その後電動ルーフの開閉ができなくな
る場合があります。
その際は，次ページの手順で手動で開閉を行っ
てください。

2

1



電動ルーフ（カブリオレ） 28

●手動でルーフを閉じるには

何らかの不具合，故障等で，ボタンを押しても電動ルーフを閉じることができなくなった場合は，次の手順によっ

てルーフを手動で閉じてください。

1 トランク内のホイールレンチ 1 を使用し，トランク内のサービスホールのゴムキャップ 2 を外して奥にあるボ

ルトをレンチで時計回りに約 1/4 回転します。ルーフカバーが数 cm ほど開きますので，そこから手でルーフ

カバーが垂直になるまで開けてください。

2 格納されているルーフを軽い低抗を感じる位置まで手でゆっくりと引き出し，ルーフの後ろ側を少し上げてくだ

さい。

3 ルーフカバーを手で閉じられるところまで閉じ，開けたときと同じ要領でボルトをレンチで反時計回りに約 1/4

回転し，ルーフカバーを完全に閉じてください。

4 ルーフの後ろ側をルーフカバーに接するまで下げてください

5 車内に入り，ルーフを閉めてロックレバーをかけてください。（その際，フックが確実にかかっていることを確

認してからロックを行ってください）

もし何か不明な点がありましたら，お近くのプジョーディーラーにお問い合わせください。

2

1





第 5 章 運転装置
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＊仕様により異なります。

イモビライザー 1

プジョー 306 には，エンジンイモビ

ライザー（盗難防止装置）が装着され

ています。

これは，イグニッションキーの内部に

車両を識別する装置が内蔵されており，

車両側とのコードが合致しない場合に

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

車両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，車両

を識別する電子装置が内蔵されています。

それぞれのキーには，お車の納車時には個

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，

車両のイモビライザーシステムがこのコー

ドを読みとってエンジンの始動を可能にし

ます。

もしコードが設定されていなかったり異な

るコードであった場合は，エンジンを始動

することはできません。

イグニッションがオフになると，システム

は直ちにエンジンの制御システムを封鎖し

ます。

●キー抜き忘れ防止ブザー＊

キーをイグニッションに差し込んだまま運

転席＊あるいはフロントドア＊を開ける

と，ブザーが鳴ります。

●スペアキー

車両とともにお渡しするキーを含めてシス

テムには 5 本までのキーを登録することが

できます。

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。



重要

●ブランクキーを合い鍵屋で複製しても，イ
モビライザーシステムにコードを登録しない
かぎり，そのキーでエンジンを始動すること
はできません。

●万一，イグニッションキーを紛失したり盗
難にあった場合は，安全のため，ほかのキー
を登録し直して失ったキーを無効にする（エ
ンジンをかけられなくする）ことをお勧めし
ます。お近くのプジョーディーラーにご相談
ください。

●中古車としてお求めになった場合は，必ず
コンフィデンシャルカードが備わっているこ
とをご確認ください。

コンフィデンシャルカード 2

●コンフィデンシャルカード

お車には，コンフィデンシャルカードが入っています。このカードには，ディーラーでエンジン

イモビライザーに関わる作業をするときに必要な暗証番号が記載されています。

キーを紛失して作り直したり，スペアキーを作る場合に必ず必要となりますので，シールをはが

さずに，車両とは別の場所に大切に保管してください。



エンジン始動 3

●イグニッションキーの位置

Ｓ：ストップ位置

イグニッションはオフとなります。

Ａ：アクセサリー位置

イグニッションはオフですが，ラジオと，

パワーウィンドウ等のアクセサリー装備は

使用できます。バッテリー警告灯が点灯し

ます。

Ｍ：イグニッションオン位置

イグニッションはオンとなり，警告灯類が

点灯します。

Ｄ：エンジン始動位置

アクセルペダルを踏み込まずにキーを回します。エンジンが始動したらすぐにイグニッショ

ンキーから手を離してください。

●エンジンの始動

1 オートマチックトランスミッション車の場合はシフトレバーがＰの位置に，マニュアルトラ

ンスミッション車の場合はニュートラルの位置にあることを確認します。

2 パーキングブレーキがかかっていることを確認します。

3 ブレーキペダルを踏んだ状態で，イグニッションキーをイグニッションスイッチに差し込み，

D の位置まで回します。

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，イグニッションキーから手を放します。

6 イグニッションキーが Mの位置に戻ります。

警告

●エンジンが停止すると，ブレーキの倍力装
置が作動せず，事故を起こすおそれがありま
す。走行中はイグニッションをオフにしない
でください。

●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，操縦ができなく
なって事故を起こすおそれがあります。

●エンジンを始動するときは，オートマチッ
クトランスミッション車ではシフトレバーが
P の位置に，マニュアルトランスミッション
車ではニュートラルの位置にあって，ハンド
ブレーキが引いてあることを確認してくださ
い。急発進して人や物を傷つけるおそれがあ
ります。

●ステアリングロック

イグニッションキーを抜くと盗難防止のた

めに，ステアリングがロックされて操作が

できなくなります。

ロックを解除するときは，ステアリングを

わずかに回しながらイグニッションキーを

回します。



ブレーキ 4

注意

● ABS 警告灯がイグニッションスイッチを
ON にしたのち数秒経過しても消灯しない，
あるいは，走行中に点灯したときは，ABS シ
ステムの機能に異常がある場合がありますが，
本来のブレーキ性能に影響はありません。プ
ジョーディーラーで点検を受けてください。

●ブレーキを踏み，ABS システムが作動した
場合に，ブレーキペダルが振動することがあ
ります。これは ABS システムの正常な作動
であって故障ではありません。そのままブレ
ーキペダルを強く踏み続けてください。

●イグニッションスイッチをＯＮにした状態
で，ホイールやタイヤを交換するなどの作業
を行ったときに，シャフトを回転させると，
メモリーに故障の情報が入力され，ABS 警告
灯が点灯する場合があります。その際は，プ
ジョーディーラーにご相談ください。

●パーキングブレーキ

レバーを引き上げるとパーキングブレーキ

がかかり，同時にブレーキ警告灯が点灯し

ます。

パーキングブレーキを解除するときは，ボ

タンを押しながらレバーを少し引き上げ，

ボタンが奥まで押されたらレバーを完全に

下ろします。

ブレーキ警告灯が消灯することを確認して

ください。

●アンチロック・ブレーキシステ

ム（ＡＢＳ）＊

ABS システムは，ブレーキをか

けた時に車輪がロックしそうにな

ると自動的にその車輪だけのブレーキの効

きを弱め，車の操縦性を確保する装置です。

この装置により，急ブレーキをかけながら

でも安定したハンドル操作ができます。

警告

ABS 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
ては制動距離が伸びますので，滑りやすい路
面では慎重に運転してください。
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。

＊仕様により異なります。



●ギアシフトレバー

ギアの位置は，シフトレバーのノブに表示

されています。

ギアをリバース（後退）位置に入れるとき

は，車が静止した状態で行ってください。

シフトレバー（マニュアル） 5

●ギアシフトレバー

６速マニュアルトランスミッション車は、

シフトレバーノブの下のスリーブを引き上

げながらリバースにシフトします。



シフトレバー（オートマチック） 6

●始動時

シフトレバーを P または N の位置にして，ブレーキを踏みながらイグニッションキーを回して

ください。

●停車時

車両を離れるときは，シフトレバーを P の位置にしてください。

P の位置以外で運転席のドアを開けると，警告のブザーが鳴ります。＊

●シフトインジケーター

メーターパネルにはシフト位置を表示するインジケーターがあります。

●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。
＊仕様により異なります。

警告

●車から離れるときはセレクターレバーをＰ
の位置に入れ，ハンドブレーキを引いてくだ
さい。クリープ現象で車がひとりでに動いて，
人や物に衝突するおそれがあります。

●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，セレクターレ
バーをＰの位置に入れ，ハンドブレーキが引
いてあることを確認してください。急発進し
て人や物を傷つけるおそれがあります。

●セレクターレバーを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。



シフトレバー（オートマチック） 7

●シフトポジション

各ポジションの機能は以下の通りです。

P. パーキング：

エンジンを始動できます。駐車する場

合に使用します。

パーキングブレーキを併用してくださ

い。

R. リバース：

後退するときこの位置にします。

エンジンがアイドル状態で，車両が停

止している時にシフトしてください。

N. ニュートラル：

エンジンを始動できます。

D. ドライブ：

１速からオーバードライブまで，自動

的にギアが切り換わります。

3. １速，２速，３速の各ギア間で，自動

的にギアが切り換わります。

オーバードライブを使用しないときや，

市街地走行で使用します。

2. １速，２速の各ギア間で，自動的にギ

アが切り換わります。山道等で使用し

ます。

1. シフトレバーが 2 の時にセンターコン

ソールのスイッチ 1 を押してくださ

い。１速にロックされます。強い駆動

力を必要とするときに使います。

50km/h 以下の速度で使用してくださ

い。

2 に戻すときは，もう一度スイッチ 1

を押してください。

●モードセレクター

306 のオートマチックトランスミッション

では，ノーマル，スポーツ，スノーの三つ

のモードの選択が可能です。

センターコンソールのスイッチ A または B

を押してください。選択されたモードは，

メーターパネルのインジケーターによって

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。

ノーマルモード：

運転状況，道路状況，車両の積載状況に応

じてあらかじめ設定されたパターンの中か

ら，現在の走行状態にあったギアチェンジ

が自動的に選択されます。

滑らかに走行している状態では一番燃費が

よいように，速い速度で急加速していると

きはよりスポーティな変速パターンが選ば

れます。このため変速するタイミングは，

いつも同じエンジン回転数や速度で行われ

るわけではありません。

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。

A B

1



シフトレバー（オートマチック） 8

スノーモード：

雪道に合わせた穏やかな変速パターンが選

択されます。｢ドライブ｣ポジションでは発

進は 2 速ギアで行われ，低いエンジン回転

数でシフトアップします。

●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，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，セレクターレ

バーを低速位置に入れ換えることができま

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。

●暖機走行モード

エンジンが冷えているときの走行では，暖

機を早める変速パターンが選択されます。

●信号待ちでの停車

レバー位置は｢ドライブ｣のままブレーキを

踏んでいてください。

●クリープ現象

停車中にセレクターレバーを｢1｣〜｢Ｄ｣ま

たは｢Ｒ｣位置へ操作すると，アクセルペダ

ルを踏まなくても車がゆっくりと動き出し

ます。特にエンジン始動直後やエアコン作

動時など自動的にエンジン回転が高くなる

ときには車が動こうとする力が強くなりま

すので，ブレーキペダルを確実に踏んでい

る必要があります。

●キックダウン

追い越し時等に，アクセルペダルをいっぱ

いに踏むと，シフトダウンがおこり，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。

警告

●走行中はセレクターレバーを｢N｣位置に入れ
ないでください。エンジンブレーキが効かなく
なり，ブレーキのフェード現象が起きやすくな
って事故を起こすおそれがあります。

●車両が完全に停止する前にシフトレバーを
｢P｣や｢R｣にいれないでください。トランスミッ
ションを破損するするおそれがあります

注意

スポーツやスノーのインジケーターが点滅して
いるときは，オートマチックトランスミッショ
ンは異常時の非常モードになっています。
セレクターレバーを｢P｣から｢R｣または｢N｣から
｢Ｒ｣位置へ操作すると，大きなショックを感じ
ることがありますが，トランスミッションの破
損ではありません。すみやかにプジョーディー
ラーで点検を受けて下さい。
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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

6. エアフィルター

7. エンジンオイルレベルゲージ

8. エンジンオイル注入口

9. 燃料カットオフ装置

エンジンルーム内の点検 1
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1.8 / 2.0 リッターエンジン



エンジンルーム内の点検 2

1. パワーステアリングフルードタンク

2. ウィンドウ/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

6. エアフィルター

7. エンジンオイルレベルゲージ

8. エンジンオイル注入口

9. 燃料カットオフ装置

＊仕様により異なります

2 リッターエンジン（S16）

3

4

9
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エンジンルーム内の点検 3

●エンジンオイルの点検

エンジンが停止しており車が水平な状態で

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。

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。A と B の間にあれば適切です。

レベルゲージに付着したオイルの汚れ具合

も点検します。

平均的なオイル消費量は，ならし運転後で

1,000Km あたり約 0.5 リットルです。オ

イルの消費量が急に増えたり，汚れがひど

くなった場合は，プジョーディーラーで点

検を受けてください。

●オイル交換

容量： 4.2 リットル（S16 は 4.7 リットル）

交換頻度：この章の 15 ページをご覧くだ

さい。市街地や山岳地の走行が多い場合に

は，オイル交換を早めに行ってください。

半化学合成以上のグレードのオイルを推奨

しますが，通常の API SH/SJ クラスを使

用する際には交換頻度を上げて下さい。

粘度： 10W-40 または 5W-40

●オイルフィルター
この章の 15 ページをご覧ください。

交換にはプジョー純正オイルフィルターを

ご使用ください。

●ブレーキフルードの量

ブ レ ー キ フ ル ー ド タ ン ク 内 の 液 面

が と の間にあるか点

検します。

●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て

劣化します。定期的に交換してください。

交換頻度/仕様：この章の 15 ページをご覧

ください。

MAXDANGER

●冷却水の点検と補給

点検は冷却水が冷えているときに行ってく

ださい。

冷却水が 近くにないときはキャッ

プを外して冷却水を補給します。冷却水の

減りが著しいときは，お買いあげのプジョ

ーディーラーで点検を受けてください。

冷却水にはプジョー純正クーラントを稀釈

して使用してください。割合は車両使用地

の最低気温により異なります。通常では

30%（凍結温度およそ-15 度），寒冷地では

50%（凍結温度およそ-35 度）でのご使用

をお勧めします。

●パワーステアリングフルードの量

パワーステアリングフルードタンクのレベ

ルが と の間にあれば正

常です。それより少ないときはプジョーデ

ィーラーで点検と補給を受けて下さい。

●ウォッシャー液

容量： 4.4 リッター（ヘッドランプウォッ

シャー＊付きは 6.0 リッター）です。

MAXMIN

MAXI

A

B



エンジンルーム内の点検 4

●バッテリー

バッテリー液のレベルが少ない場合には補

充をする必要があります。お近くのプジョ

ーディーラーにご依頼ください。

●エアフィルター

交換頻度：この章の 15 ページをご覧くだ

さい。

市街地走行が多い場合は早めに交換してく

ださい。花粉フィルター＊はおよそ 6 ヶ月

をめど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。

●オートマチックトランスミッシ

ョンフルード（ATF）、マニュ

アルトランスミッションオイル

S16 以外は定期交換の必要はありません。

60,000Km ごとにプジョーディーラーで点

検を受け必要に応じて補充をしてくださ

い。

●燃料カットオフ装置

この装置は，事故等により車体に強い衝撃

を受けた場合に，自動的に燃料の供給を止

めてエンジンを停止させるとともに，損傷

した燃料パイプからの燃料の漏れを最小限

に抑えるものです。

燃料の供給を再開させ，エンジンを再始動

させるときは，リセットボタンの頭部をゴ

ムカバーの上から指で押してください。

注意

●エンジンオイル補給口
エンジンを正常な作動状態に保つため，エン
ジンオイルに添加剤を入れることは避けてく
ださい。

●オイル，フルード類の交換の際は，騒音や
排気ガス規制を順守するためにも，プジョー
純正部品のご使用をお勧めします。

警告

●エンジンルーム内のキャップを外す前に，
エンジンが冷えていることを確かめてくださ
い。エンジンが熱いときはイグニッションが
OFF になっていてもファンが回りだして思わ
ぬけがをすることがあります。

●冷却水の温度が高いときにキャップを外す
と，蒸気や熱湯がふき出してやけどをする危
険があります。

●バッテリーの液量が少ないまま走行を続け
るとバッテリーが爆発することがあります。

＊仕様により異なります

警告

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



ホイールの交換 5

●スペアタイヤ

スペアタイヤはラゲッジルームの下につり下げられています。

1 ラゲッジルーム内からホイールレンチ 1 を取り出します。

2 ホイールレンチを使って，カーペットの下のスペアタイアキャリアのボル

トを緩めます。

3 スペアタイヤキャリア 2 を持ち上げて，フックを後ろに引いて外し，スペ

アタイヤを降ろします。

1

●ジャッキ

ジャッキはモデルによってそれぞれ以

下の場所に格納されています。

・ 3 ドア、5 ドア車

ラゲッジルーム後部

・ブレーク

ラゲッジルーム右側の小物入れ内

・カブリオレ

ホイールレンチ：トランク内右側

ジャッキ：スペアタイヤ内

2

●ホイールの取り外し

1 硬く平坦な路面上の安全な場所に車を停めます。

2 ハンドブレーキを引き，イグニッションを OFF にします。

マニュアルトランスミッション車では，シフトレバーを 1 速に入れます。

3 取り外すタイヤと対角位置のタイヤに，輪止めを当てます

4 ホイールキャップ装着車＊では，ホイールレンチをバルブの穴に差し込んで外します。

ホイールボルトキャップ装着車＊では，専用ピンセットを差し込んで外します。

ホイールレンチを使用して，ホイールボルトをわずかに緩めます。

5 取り外すタイヤに近いジャッキアップポイントの下にジャッキを置き，ジャッキとジャッキアップ

ポイントがかみ合うまでジャッキのハンドルを右（時計方向）に回します。

6 タイヤが軽く浮くまでジャッキのハンドルを右（時計方向）に回します。
＊仕様により異なります



ホイールの交換 6

●スペアタイヤの取り付け

1 ホイールボルトを外して，タイヤを取り外します。

2 スペアタイヤをあてがい，ホイールボルトを仮止めします。

3 ジャッキのハンドルを左（反時計方向）に回し下に下ろします。

4 ホイールボルトをレンチでしっかり締めてください。

２〜３ Km 走行したら，ホイールボルトが緩んでいないかを確認してください。

●スペアタイヤの格納

1 ジャッキを元に戻します。

2 タイヤサポート 3 をスペアタイヤ（スペースセイバータイヤの場合）に取り付けます。

3 タイヤサポート 3 の開口部を車両のフロント方向に向けて，キャリアにのせて上に持ち上げ，

フックにかけます。

4 ホイールレンチを使用して，スペアタイヤキャリアのボルトを締めます。

5 ホイールレンチを元の場所に格納します。

警告

●付属ジャッキを使用するときは車の下に入ら
ないでください。バランスが崩れた場合に車両
がジャッキから外れ，体の上に落ちてくるおそ
れがあります。

●ホイールボルトとハブのネジ部には注油しな
いでください。走行中にネジが緩んでタイヤが
外れ，事故を起こすおそれがあります。

●ジャッキアップする反対の車輪に輪止めを使
用してください。車両が傾いてジャッキから落
ち，負傷するおそれがあります。

注意

●タイヤを交換するときは，必ず指定サイズお
よび同一種類のタイヤを使用してください。そ
の他のタイヤを使用すると，車の安全走行に悪
影響をおよぼします。

●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 80Km/h
です。

3



●ポジションランプ用電球（12V 5W）

1 ソケットのコネクターを保持して，ソケットを引き抜きます。

2 電球を交換します。

電球の交換 7

2 灯式ヘッドランプ（H4 12V60/55W）

1 カバーを回して外します。

2 ヘッドランプ後部のコネクターを取り外します。

3 固定スプリングの 2 ヶ所のフックを外して電球 A を外します。

4 3 ヶ所のノッチを合わせて電球を差し込み，スプリングで固定します。

5 コネクターとカバーを取り付けます。

4 灯式ヘッドランプ（H7 12V55W）

1 カバーを回して外します。

2 コネクターを外します。

3 固定スプリングのフックを外して電球を外します。

4 ノッチを合わせて電球を差し込み，スプリングで固定します。

5 コネクターとカバーを取り付けます。

●ヘッドランプ用電球

B

A



電球の交換 8

●方向指示器用電球（12V 21W）

1 ソケットのコネクタを 1/4 回転させて，

取り外します。

2 電球を交換します。

●方向指示器用電球（12V 5W）

1 ランプの後部を手前に引きながら外し

ます。

2 ソケットを保持して透明カバーを 1/4

回転して外します。

3 電球を交換します。

注意

●ヘッドランプの周囲に図のような（UV）警
告ラベルやマークがある場合，電球はかなら
ずプジョー純正品か下記の製造メーカーの物
を使用してください。（紫外線によるレンズの
変色防止コーティングがされています。）
─ TONGSRAM ─ OSRAM
─ PHILIPS ─ NORMA
くわしくは，プジョーディーラーにお問い合
わせください。

●ヘッドランプの透明レンズはプラスチック
製です。溶剤を使用したり，荒い布などで強
くこすらないでください。



電球の交換 9

テールランプの 2 つのタブをつまんでホル

ダーを取り外します。

電球を交換します。

1 ストップランプ/ポジションランプ

（12V 21/5W）

2 ポジションランプ（12V 21/5W）

3 リアフォグランプ（12V 21W）

4 リバースランプ（12V 21W）

5 方向指示器ランプ（12V 21W）

●テールランプの取り外し

1 ラゲッジルーム内の二つのスクリュー

を取り外します。

2 プラスチックカバーを取り外します。

3 コネクター A を外します。

4 コネクター B を外します。

5 テールランプ全体を車体から取り外し

ます。

●ハイマウントストップランプ

1 ノッチ A を押し両側からてプラスチッ

クカバーを取り外します。

2 タブ B を押しながら，ホルダーを外し

ます。

3 電球（12V 5W）を取り外して交換しま

す。

1
2 3

A

5

B

4
B

A



電球の交換 10

●テールランプ(ブレーク)

1 ラゲッジルーム内の小物入れを開きま

す。

2 プラスチックカバーを開きます。

3 内側のボルトを外します。

4 外側のボルトを外します。

5 テールランプ全体を車体から取り外し

ます。

ボルトが堅い場合はゆるめるのにホイール

レンチを使用することができます。

ただし締めるときには使用しないで下さ

い。

テールランプの 2 つのタブをつまんでホル

ダーを取り外します。

電球を交換します。

1 方向指示器ランプ（12V 21W）

2 リバースランプ（12V 21W）

3 ストップランプ/ポジションランプ

（12V 21/5W）

●番号灯（12V 5W）

透明なプラスチックカバーを外して電球を

交換します。

＊仕様により異なります

1

2

3
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●室内側ヒューズ

室内側のヒューズボックスは，ダッシュボ

ードの右下にあります。ネジをコインなど

で 1/4 回転回すとカバーを外すことができ

ます。

ヒューズボックスは，ダッシュボード下部とエンジンルームの 2 ヶ所にあります。

●ヒューズの交換

ボックスに備えてある専用ピンセット（オレンジ色）を使用して予備のヒューズと交換してください。ヒューズは容量によって色分けされています。

必ず同じ容量のヒューズと差し替えてください。

正 常 不 良

警告

お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。
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。
プジョー純正アクセサリー以外の取り付け，ならび
にプジョーディーラー以外での不適切な取り付けや
ワイヤーハーネスの加工は，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。

●エンジンルーム側ヒューズ

バッテリーの横に取り付けられていま

す。カバーを外してください。

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。



ヒューズの交換 12

＊モデル及び仕様により装備が異なるため，ここでは全車に適合する表記をしています。

●室内側ヒューズ

1 番〜 28 番

位置 容量 機 能＊

1 未使用

2 7,5A オートマチックトランスミッション

3 未使用

4 5A メーターパネル-，水温コントロール，AT シフトレバー照明，助手席エアバッグキャンセルスイッチ

5 25A リバースランプスイッチ，AT リレー，ストップランプスイッチ，クーリングファンリレー，圧力スイッチ，

コンプレッサーリレー，ABS ECU

6 5A メーターパネル，警告灯，ラゲッジルーム照明，リアルームランプ

7 30A リアデフォッガー，ドアミラー熱線

8 20A ラジオ

9 20A インジェクション ECU

10 20A ハザードランプ，ルームランプ

11 10A メーターパネル照明，警告ブザー，時計

12 10A リアフォグランプ

13 未使用

14 30A リアパワーウィンドウ，シートヒーター

15 未使用

16 30A フロントパワーウィンドウ，サンルーフリレー

17 20A ホーン

18 10A フロントフォグランプ

19 10A 右側テールランプ

20 30A 空調装置
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位置 容量 機 能＊

21 10A 左テールランプ，番号灯，フロントポジションランプ

22 10A 空調リレー，リアデフォッガー及びドアミラー熱線

23 20A シガーライター

24 10A ラジオ

25 未使用

26 30A フロントワイパー，ウィンドウウォッシャー，間欠ワイパー，レインセンサー

27 15A グローブボックス照明，方向指示器，電動ミラー，マップランプ，レインセンサー，室温センサー

28 15A 時計，パワーウィンドウリレー，シートヒーターリレー，リアワイパー，ルームランプ

●エンジンルーム側ヒューズ

29 番〜 40 番

29 10A 左ロービームヘッドランプ

30 10A 右ロービームヘッドランプ

31 10A 左ハイビームヘッドランプ

32 10A 右ハイビームヘッドランプ

33 15A ディーゼル ECU

34 10A O2 センサー

35 15A 燃料ポンプ

36 20A ヘッドランプウォッシャータイマー

37 40A クーリングファン

38 未使用

39 40A クーリングファン（スペア）

40 40A クーリングファン

＊モデル及び仕様により装備が異なるため，ここでは全車に適合する表記をしています。
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万一バッテリーが上がってしまった場

合には，同じ電圧（12V）のバッテリ

ーを使って始動することができます。

この接続には市販のブースターケーブ

ルをご使用ください。車の充電系統に

損傷を与えないように，ケーブルは正

しく接続してください。

接続は次の順序で行います。

1 赤色のケーブルを両方のバッテリー

の 端子に接続します。

2 黒色のケーブルの一端を電流を供給す

る側のバッテリーの ターミナルに接

続します。

3 黒色のケーブルのもう一端は充電され

る側のバッテリーからなるべく離れた

箇所の車体に接続します。エンジンを

始動し，通常のアイドリング状態に回

復してからケーブルを外します。

警告

●ブースタケーブルを接続するときは，
と を絶対に接触させないでください。

●バッテリー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。
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●推奨油脂類

エンジンオイル：

PEUGEOT GENUINE MOTOR OIL

（10W-40）

ブレーキフルード：

TOTAL HBF4 (DOT 4)

クーラント：

PEUGEOT GENUINE COOLANT

パワーステアリングフルード：

TOTAL FLUID ATX

●推奨交換時期

車の使用頻度が高い場合，市街地，高温環境下での使用が多い場合は，メンテナンス期間を早め

るようにしてください。

●エンジンオイルについて

上記の交換時期は化学合成ベースのオイルを使用した場合です。化学合成ベースのオイルが手に

入らない場合は API SH/SJ（ACEA A3-96）以上を使用し，その際は交換頻度を上げて下さい。

●使用燃料について

ガソリンは，オクタン価が 95 オクタン（リサーチ法）以上の無鉛ガソリンを使用してください。

ガソリンスタンドにおける公称オクタン価は安定していませんので，無鉛プレミアム（ハイオク）

ガソリンの使用をおすすめします。

粗悪ガソリンや有鉛ガソリン，有鉛プレミアムガソリンを使用しますと，エンジン・触媒装置な

どに悪影響を与えますので，絶対に使用しないでください。

２年または 60,000km ごと

5 年または 120,000km ごと

3 年又は 60,000km ごと

3 年又は 60,000km ごと

120,000km ごと（S16 は 90,000Km ごと）

2 年または 30,000km ごと

2 年または 30,000km ごと

3 年または 60,000km ごと

........................................................ 306

車種 オートマチック車 マニュアルミッション車

エンジンオイル

オイルフィルター

フュエルフィルター

トランスミッションオイル 無交換 無交換（S16 は 3 年/60,000Km ごと）

ブレーキ液

冷却水

エアフィルターエレメント

スパークプラグ

タイミングベルト



けん引 16

●けん引について

けん引時はシフトレバーをニュートラルに，イグニッションキーをＡ位置にしてください。

前からのけん引：

けん引フックをフロントバンパー下のけん引リングにかけてください。

後ろからのけん引：

けん引フックをリアバンパー右側のけん引リングにかけてください。

注意

●けん引リング以外の場所（ラジエータークロ
スメンバーなど）にけん引フックをかけないで
ください。

オートマチックトランスミッション車をけん引
するときは，以下の点にご注意ください

●セレクターレバーは N に入れて車体前部をつ
り上げてください。

●それができないときは，50km 以内でしたら，
低速(50km/h 以下)でセレクターレバーを N に
入れてけん引してください。
この際，オートマチックトランスミッションに
は ATF を追加しないでください。





第 7 章 お知らせ

触媒コンバーター，保安炎筒...........................................1

タイヤ ...........................................................................2

燃費の改善について........................................................3

冬季の使用について........................................................4

内外装のお手入れ...........................................................5

リサイクルと環境...........................................................6



触媒コンバーター，保安炎筒 1

●触媒コンバーター

日本仕様の 306 には，日本の排気ガス基準に適合させるため，車体

中央部下に触媒コンバーターが装着されています。

●触媒コンバーター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。

・ エンジン回転中は，点火プラグコードを抜かないでください。

・ 押しがけはしないでください。

・ イグニッションの故障を点検するときは，インジェクターのコネ

クターを外してください。

警告

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。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。

●保安炎筒

ダッシュボードの左下部に備えつけてあり

ます。

踏み切りや高速道路などの危険な場所で故

障したときに使用します。

使用方法は保安炎筒に記載してあります。

あらかじめよく読んでおいてください。

発炎時間は約５分間です。

保安炎筒に表示してある有効期間が切れる

前に，新品をお求めになってください。

警告

●非常用信号としてのみご使用ください。
●お子さまにさわらせないでください。
●ガソリンなどの可燃物の近くでの使用は危険です。また，炎を顔や体に
向けるとやけどの危険があります。
●トンネル内で使用すると，煙により視界が悪くなり危険です。トンネル
内ではハザードランプを使用してください。



タイヤ 2

●タイヤ空気圧

タイヤの空気圧は常時点検して，常に適正

な値を保つようにしてください。

適正値は運転席側ドアの端部に表示されて

います。

表示されている適正値は，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。

点検は通常でも毎月一回ないしは長距離を

走行する前に，スペアタイヤも含めて行っ

てください。

●タイヤの点検

空気圧の点検と同時に，タイヤの接地面や

両サイドに著しい損傷や亀裂などがない

か，釘や針金などの異物が刺さっていない

か点検してください，

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

タイヤの接地面には，摩耗の限度を示すス

リップサインがもうけられています。

定期的に点検してタイヤの表面がスリップ

サインと同じ高さになったら，タイヤを新

品と交換してください。



燃費の改善について 3

お車の燃費は，車両の設計だけではな

く車両の状態や運転方法によって大き

く影響を受けます。お車を最高の状態

に保ち省燃費を実現するためにも定期

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，少なくとも年に 1 回は

点検を受けて下さい。

●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

走行が多い場合にはこまめに点検し，早め

に交換してください。

●タイヤ

メーカーが推奨するタイヤをご使用下さ

い。

●運転方法

エンジン始動時に長時間暖機運転をする必

要はありません。

ゆっくり発進し，急加速や空ぶかしを避け

ましょう。

走行中はなるべく高いギヤを選択し，一定

のスピードを保つようにしましょう。

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。

●積載物

車両重量の増加は，そのまま燃費の悪化に

つながります。

ラゲッジルームに不用な積載物が積みっぱ

なしになっていませんか?

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外しまし

ょう。



冬季の使用について 4

●冬季用タイヤ

積雪や凍結した道路を走行する場合は，安

全のため冬季用タイヤを装着することをお

すすめします。冬季用タイヤに交換すると

きは，かならず納車時に装着されていたタ

イヤと同じサイズのものをご使用くださ

い。

プジョーディーラーではお車に適した性能

の冬季用スタッドレスタイヤを用意してお

りますので，お求めください。スタッドレ

スタイヤは車のバランスを保つため４輪全

部に装着してください。

雪道や凍結した道路ではスタッドレスタイ

ヤでも万全ではありませんので，運転には

十分ご注意ください。

●スノーチェーン

前輪に装着してください。またタイヤのサ

イズに合った物を使用してください。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を用意しております。

チェーンの取り付けには安全な場所を選

び，チェーンの取扱説明書に従って確実に

行ってください。チェーン装着後 100m 程

度走行したら，再度緩みがないか，車体に

当たっていないか確認してください。

●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

されているようにしてください。

・ 非常に冷え込んだ天候のときには，パ

ーキングブレーキが凍結することがあ

ります。温度が非常に低い日には，パ

ーキングブレーキの使用を避け，輪止

めを使うかギアを１速または R の位置

（オートマチック車では P の位置）に

入れてください。

・ ライト類や方向指示器などは，冬季に

は非常に汚れやすくなります。定期的

に清掃するように心がけてください。

・ キーシリンダーには，潤滑剤を使用し

て注油しておいてください。

・ ドアのゴム製シールには，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。こま

めに車全体を洗浄し，車体の下やホイ

ールアーチ部をよく洗ってください。

注意

一般に市販されているタイヤチェーンの中に
は，装着できないものもあります。スタッド
レスタイヤか指定されているスノーチェーン
をプジョーディーラーでお求めください。



内外装のお手入れ 5

●内装のお手入れ

１．レザーシート

レザーは汚したままにしておくと磨耗

してもろくなります。

定期的にお手入れすることをおすすめ

します。

レザーは水につけてかたくしぼった布

で表面を拭きそうじします。

そのあとでやわらかい清潔な布で空ぶ

きしてください。

汚れがひどい場合は市販の皮革用洗剤

で清掃してください。

２．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）

温かい石けん液またはメチルアルコー

ルを含ませ，よくしぼったやわらかい

布で拭きそうじをします。

３．シートベルト

石けん水をつけて固くしぼった布でベ

ルト部分だけを拭きそうじします。

金属部分に水が付かないようにしてく

ださい。

４．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。

５．フロアマット，カーペット

取り外して車外で十分にほこり，砂を

落とし，内装用洗剤で洗ってください。

お車を長期間使用しない場合は，保管

中の故障を防ぐため以下の保守を行う

ようにしてください。

●保管前に行うこと

・ 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外してください。

・ 必要に応じて，ボディーカバーをかけ

てください。

●保管中に行うこと

１ヵ月に１回程度バッテリーの端子を接続

し，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。

自動車の使用される環境はさまざまで

あり，工場地帯の酸を含んだ空気，鉄

道沿線の鉄粉，沿岸部の塩分を含んだ

風，積雪地帯の融雪剤などは車体に対

して腐食，錆といった悪影響を与えま

す。

長期間にわたってプジョー 306 を美

しく安全に使用していただくためには，

こまめなお手入れをおすすめします。

●外装のお手入れ

１．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，手洗いをおすすめします。

２．手洗い

まずホースでたくさん水をかけて，ほ

こりを落としてください。

次にスポンジ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。



リサイクルと環境 6

●リサイクルへの取り組み

プジョー 306 では，容易にリサイクル可能

な素材を車体の多くの部分や部品に採用し

ています。

従って，車両の総重量のうち再利用できな

い部分は，わずかに 15%（約 200Kg）に

すぎず，残りの 85%はリサイクルが可能で

す。

また，アスベストやカドミウムといった有

害物質は，設計の段階から使用を除外して

います。

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，簡単に取り外しや

分解ができるよう考慮されています。

そのほとんどは，熱可塑型ですから熔解し

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，100%回収，再利用が可

能です。この中にはアルミニウムを始め，

プラチナやロジウムといった貴重な金属も

含まれます。

●環境への配慮

プジョーディーラーで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。

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

てささやかな環境保護を実践することでき

るのです。





第 8 章 仕様

識別表示........................................................................1

外形寸法.....................................................................2-4

（諸元，仕様の詳細についてはカタログあるいは別紙の諸元表をご覧下さい。）



識別表示 1

A認証プレート

ラゲッジルーム後部＊にメーカーの認証プレートが取り付けられて

います。

1 ：EU 認証番号 4 ：最大総負荷重量(GTW)

2 ：車台番号(VIN) 5 ：最大前輪車軸負荷

3 ：最大総車両重量(GVW) 6 ：最大後輪車軸負荷

●車体の識別表示

B 車台番号

車体に車の製造番号が打刻・表示されています。

C 車体塗色コード（エンジンルーム内＊）

D タイヤ仕様ラベル（運転席側ドア端部＊）

＊モデルにより取り付け位置が異なることがあります。

A

D

C

B



外形寸法 2

● 3 ドア車及び 5 ドア車 ＊数値はメーカー発表値であり,予告なく変更されることがあります。

＊ XSi は 1385mm，S16 は 1390mm.。 （ ）は XSi，S16 の値。



外形寸法 3

● ブレーク ＊数値はメーカー発表値であり,予告なく変更されることがあります。



外形寸法 4

● カブリオレ ＊数値はメーカー発表値であり,予告なく変更されることがあります。
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