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このたびはプジョー 307 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 307 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 307 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 307 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 307 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。

＜おことわり＞

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

したがって，本書に記載されている写真，イラスト，仕様，諸元値などの記載内容が実際の車両とは異なることがありますので，あらかじ

めご了承ください。

・　本書は紙面の都合上，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

実際の車両と異なることがあります。

・　本書は 307 シリーズで採用している装備の使用方法を解説するものであり，個々の装備の装着の

有無を保証するものではありません。

ご あ い さ つ



重要安全情報 1

指示に従わなかった場合，乗員や第三者が死亡または重度の傷害を負うことを示しています。

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

指示に従わなかった場合，乗員や第三者が傷害を負ったり車両を破損させるおそれがあることを示しています。

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。

危険に関する警告や注意は次の３種類に分けて，車体各部に貼り付けた警告ラベルおよ
び本書の中に表示されています。

別冊「あなたの安全のために」には安全に関する諸注意が記載されています。本書とあわせてお読みください。

●消耗品，アクセサリーについて
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 307 に使用する消耗品やアクセサリー類は，プジョー純正部品の

ご使用をお勧めします。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

る可能性がある製品が含まれているかも知れません。

●改造について
プジョー 307 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。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。

また,電波や電磁波を発生する機器類は，エンジンやブレーキ，エアバッグなどをコントロールするコンピューターや電子部品に悪影

響を及ぼしたり，故障の原因となるおそれがあります。これらの取り付けについてもプジョーディーラーにご相談ください。



307 操作・使用方法早わかり2

1 シート ..............................第 4 章 18-20

2 メーターパネル..................第 4 章 6-10

3 ステアリング.............................第 4 章 2

4 空調装置...........................第 4 章 11-14

5 ドアミラー，ミラー ..............第 4 章 16

6 エンジンルーム点検.............第 6 章 2-4

7 灯火器の電球交換.................第 6 章 7-8

8 ドア開閉，ロック.................第 3 章 2-3

9 給油口 ........................................第 3 章 4

10 スペアタイヤ......................第 6 章 5-6

各機能の詳細については，この

ページで解説しています。

＊仕様により異なります。：「＊」マークが付いている装備は，モデルやグレードによって

内容が異なったり装着されていないことを示します。

第
X
章



307 操作・使用方法早わかり 3

A認証プレート
エンジンルーム内にメーカーの認証プレートが取り付けられてい

ます。

記載事項：

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

B車台番号（エンジンルーム内）

C車台番号
フロントガラス下部で車の製造番号が打刻・表示

されているのが読みとれます。

Dタイヤ仕様，車体塗色コードラベル
タイヤサイズ，適正空気圧，車体色などを記載し

たラベルが貼り付けられています。

●識別表示　（＊モデルにより取り付け位置が異なることがあります。）
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15. ...........オーディオリモコン

16. ...ヘッドランプ光軸調整＊

17.電動ミラー，パワーウィンドウ

18. .........ステアリングロック，
イグニッションキー

19. ...クルーズコントロール＊

20.12V 電源ソケット

21.エアバッグキャンセルスイッチ＊，
コインホルダー

22.後席ゴミ箱

23.ドリンクホルダー

24.パーキングブレーキレバー

25.後席足元吹き出し口

26.シフトレバー＊

27.前席灰皿

28.空調コントロールパネル＊

29.カーステレオ＊
(別冊取扱説明書参照)

30.カーステレオ＊
(別冊取扱説明書参照)

31.ダッシュボード中央吹き出し口

32.ダッシュボード吹き出し口

33.ヒューズボックス

34.グローブボックス

35.ボンネットリリースレバー

＊仕様により異なります。
また，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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1. 高音用スピーカー

2. サイドウィンドウ吹き出し口

3. フロントウィンドウ吹き出し口

4. 助手席エアバッグ

5. 照度センサー ＊

6. 時計，マルチディスプレイ＊

7. アラームスイッチ＊

8. セントラルロックスイッチ

9. ハザードランプスイッチ

10.ライトコントロールスイッチ

11.メーターパネル

12.チルトステアリングレバー

13.ワイパーコントロールレバー，
トリップコンピューター＊

14.ステアリングエアバッグ，
ホーンスイッチ



●ステアリングロック
イグニッションキーを抜くとステア

リングがロックされます。ロックを

解除するときは，ステアリングをわ

ずかに回しながらキーを回します。

●イグニッションキーの位置
ストップ位置：

イグニッションはオフです。

1 ノッチめ：アクセサリー位置

アクセサリーが使用できます。

バッテリー警告灯が点灯します。

2 ノッチめ：イグニッションオン位

置

イグニッションはオンとなり，

警告灯類が点灯します。

エンジン始動位置：

アクセルペダルを踏み込まずに

キーを回してエンジンを始動し

ます。

●スーパーロック仕様車＊
ボタン A を押すと，ハザードランプ

が約 2 秒点灯してドアとテールゲー

トが施錠され，仮に窓をこじ開けて

も車内のレバーでドアを開くことが

できなくなります。（盗難防止機構）

●イモビライザー
プジョー 307 には，エンジンイモ

ビライザー（盗難防止装置）が装備

されています。イグニッションキー

の内部に車両を識別する装置が内蔵

されており，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。
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●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。
●車内に人がいるときはスーパーロック
を使用しないで下さい。外に出られなく
なります。

＊仕様により異なります。

●集中ドアロック
キーを運転席のドアに差し込んで回

してください。ドアとテールゲート

が同時に解錠または施錠されます。

●リモートコントロール
ボタン A を押すと，ハザードランプ

が約 2 秒点灯してドアとテールゲー

トが施錠されます。ミラーが格納さ

れます＊。ボタン A を押してロック

したあと再度ボタン A を押し続ける

と，ハザードランプが点滅してホー

ンが鳴って＊自車の位置を示します。

ボタン B を押すとハザードランプが

数回点滅して解錠します。

●キー抜き忘れ防止ブザー＊
キーを差し込んだまま運転席のドア

を開けると，ブザーが鳴ります。

第
3
章



●ライトスイッチ（リング A）

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。

●オートライト＊
周囲の明るさやワイパーに連動して

自動的に点灯/消灯します。イグニッ

ションキーをアクセサリーの位置に

して，レバーの先端を 2 秒以上押し

続けると機能がオン/オフします。
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●リアフォグランプ（リング B）＊

リアフォグランプ点灯

リングを向こう側に回すと点灯，手
前に回すと消灯します。

●フロント/リアフォグランプ
（リング C）＊

フロントフォグランプ点灯

リングを向こう側に一度回します。

フロント及びリアフォ

グランプ点灯

リングを 2 度向こう側に回します。

消灯するときはリング

を手前に回します。

●フロントワイパー
2 ：　 高速作動

1 ：　 通常作動

I/AUTO ：間欠作動又は AUTO ＊

（AUTO 位置では，降雨量に応じて

自動的にワイパーが作動します。）

0 ：停止

：下げている間ワイパーが作動

：手前に引くとウォッシャー作動

●リアワイパー＊
停止 間欠作動　 ウォッシャー

＊仕様により異なります。

第
4
章

第
4
章



●フロントシート

1 - シートの前後調節

2 - シートバックのロック解除（3 ドア車）

3 - 背もたれの角度調節

4 - シート高さの調節

5 - アームレスト（5 ドア車）＊

6 - ヘッドレストの角度と高さの調節
高さを調節するときには前方に引き
ながら上下に動かします。

7 - スライド式シート下小物入れ＊
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4
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ヘッドレストを外したまま走行
しないでください。

＊仕様により異なります。
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●リアシート
シートバックを倒すときは，必ずはじめ

にクッションを持ち上げ，次にシートバ

ックを倒して下さい。

・必要に応じてフロントシートを前に

動かします。

・クッション 1 の前方を持ち上げます。

・クッションをフロントシートの方に

倒します。

・シートベルトがシートバックの端に

あることを確認します。

・ノブ 2 を引いてシートバック 3 の

ロックを外します。

・ヘッドレストを一番低い位置にします。

・シートバックを前方に倒します。

元に戻すときは，シートバックを引き起

こしてからクッションを戻します。この

際，ノブ 2 の赤いマークが見えないこと

を確認してください。

また，シートベルトをはさまないよう注

意してください。

第
4
章

●チルトステアリング
ロックレバー A 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と奥行

きを調整し，ロックレバーを押して

チルトステアリングをロックしてく

ださい。

この調整は停車中に行ってください。

第
4
章



●パワーウィンドウ
開閉スイッチを強く操作すると，ス

イッチから手を離しても自動で完全

に開閉します。ウィンドウが上昇中

に障害物があると停止して下降しま

す（ピンチガード機能）。

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。

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＊

５リアウィンドウ用スイッチロック
ボタン＊（後席のスイッチ操作を
無効にします。）

●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ス

ライドスイッチ 6 のツマミを左側

に，右側であればツマミを右側にし，

動かしたい側に丸いスイッチを押し

てミラーの角度を変えます。

調節が終わったら，スライドスイッ

チのツマミを中立位置に戻してくだ

さい。

●電動格納ドアミラー＊
スライドスイッチのツマミを後 方 に

動かすとミラーが格納/展開します。

リモコンでドアをロックしたときに

ミラーが格納され，イグニッション

をオンにすると展開

します。＊
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●ボンネットを開けるには
ダッシュボード下にあるレバーを押

し下げて，ロックを解除します。

ボンネットの下のロックレバーを押

し上げながらボンネットを上に持ち

上げます。

第
3
章＊仕様により異なります。 ＊仕様により異なります。



●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。

●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。
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●助手席エアバッグ警告ラベ
ル＊
・｢ON｣の位置：助手

席に大人が着席してい

る場合は必ずこの位置

にしてください。

・｢OFF｣の位置：チャ

イルドシートを進行方向に対して後

ろ向きに取り付けた場合は必ずこの

位置にしてください。

助手席には，チャイル

ドシートを進行方向に

対して後ろ向きに取り

付けないでください。

＊仕様により異なります。

●フュエルフラップ
フラップを開け，キーでキャップを

外して下さい。キャップはフラップ

の裏側にかけておくことができます。

閉じるときはキャップを確実に締め

てからフラップを手で閉じます。

●給油
燃料の補給は必ずエンジンが停止し

ているときに行ってください。燃料

タンクの容量は約 60 リットルです。

●燃料残量警告灯
この警告灯が点灯した

ときのガソリン残量で

走行が可能な距離は約 50km です。

（走行状態により短くなることがあり

ます。）

第
2
章



●エンジン始動
①　シフトレバーがＰ（AT 車）ま

た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，ス

タート位置まで回します。

④　スターターが回り，エンジンが

始動したら，イグニッションキ

ーから手を放します。

●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。

●シフトポジション
P. パーキング　　　　

R. リバース

N. ニュートラル

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。

M. マニュアルでギアを切り換えることができます。

+ ：レバーをこの方向に動かすたびにギアが高い方へ切り換わります。

- ：レバーをこの方向に動かすたびにギアが低い方へ切り換わります。

●モードセレクター
センターコンソールのスイッチを押してください。

マニュアルシフトを選択しているときはこの機能は働きません。

スポーツモード：エンジンパフォーマンスを最大限に発揮します。

スノーモード：雪道走行に適したギアが自動的に選択されます。
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307 のオートマチックトランスミッションはポ

ルシェ・ティプトロニックタイプで，スノーと

スポーツの二つのモードに加えマニュアルシフ

トをも選択することができます。

エンジンがアイドリング状態で，シフトレバーが R，D または M の時にブレーキを
はなすと，アクセルを踏まなくても車両が動き出します。車から離れるときは，常に
シフトレバーを P に入れてハンドブレーキをかけて下さい。急発進して事故に至る

ことがあります。



番号 機　能

1 風量調節ボタン
+ を押すと風量が増えます。

2 室内送風切換えボタン
吹き出し口が切り替わります。

3 内/外気切換えボタン
ボタンを押すと，外気が車内
に入らなくなります。

4 エアコン ON/OFF スイッチ
エアコンをカットします。

5 リアウィンドウ熱線スイッチ
リアウィンドウや電動ドアミ
ラー＊の曇りをとります。

6 空調オフボタン
システムがオフになり
ます。

7 温度設定ボタン
ボタンの上下を押して希望
の温度に合わせます。

8 オートプログラムボタン
吹き出し口や風量を設定温度
にコントロールします。

9 視界確保モードボタン
曇りを取り除くように吹き出
し口や風量を選択します。
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オートエアコン

第
4
章
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警告ラベル-エンジンルーム内 2-1
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）

バッテリーの取り扱いについて
バッテリー液には希硫酸が含まれています。
やけどをするおそれがあります。
皮膚や目に付着した場合は水で洗い流してください。
バッテリーは爆発性のある水素ガスを発生します。
爆発するおそれがあります。
煙草などの火気を近付けないでください。
バッテリーはショートさせると爆発，発火のおそれがあります。
ブースターケーブルは ＋ 側から取り付け，－ 側から取り外してくだ
さい。

ブレーキフルード
リザーバタンクの液面が上限（MAX）と下限 （DANGER）の
間にあることを確認してください。液面レベルが範囲に入って
ない場合または漏れが見られる場合には，すぐお近くのプジョ
ーディーラーにご連絡ください。

ラジエーターキャップ
高温の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。
冷却水の温度が下がってからキャップを開けてく
ださい。

電動クーリングファン
クーリングファンはエンジン停止中も回転します。
手を巻き込まれて負傷するおそれがあります。
手を触れないでください。



警告ラベル-車体 2-2

エアバッグシステム装着車
この車両は，エアバッグシステムを装備しています。
誤ってエアバッグがふくらみ，けがをするおそれがあ
ります。
ステアリングホイールを取り外さないでください。
ステアリングホイールを交換するとき，車を廃棄する
ときは特別の作業が必要となります。プジョー販売店
にご相談ください。

チャイルドロック装着車
お子さまが乗車した際にこのドアの後ろ側についているロックを
かけておくとドアは外からのみ開けることができ車内からレバー
を作動させても開けることはできません。（5 ドアの左右のリアド
アのみ）

助手席エアバッグ装着車
死傷事故につながるおそれがあります。助手席には，
チャイルドシートを後ろ向きに装着しないでくださ
い。お子さまを助手席に乗せる場合には，かならずシ
ートベルトを着用してください。
お車を廃棄処理するときは特別の作業が必要となりま
す。
プジョー販売店にご相談ください。

サイドエアバッグ装着車
フロントシートにエアバッグが組み込まれていますの
でシートカバーをかけないででください。

フロントシートにアクセサリーを取り付けたりシート
を取り外さないでください。作動しなくなったり，誤
ってエアバッグが膨らんでけがをするおそれがありま
す。

助手席エアバッグ装着車
チャイルドシートを助手席に後ろ向き取り付ける際に
は，必ず助手席エアバッグキャンセルスイッチを
「OFF」の位置にしてください。「ON」のままではふ
くらんだエアバッグでケガをするおそれがあります。
チャイルドシートを取り外した後は，必ず「ON」の
位置に戻しておいてください。
「OFF」のままでは万一の際に，エアバッグが作動し
ません。



シートベルト 2-3

シートベルトの着用にあたっては別冊

「あなたの安全のために」のシートベル

トの項目をお読みください。

●シートベルトの高さ調整
ベルトを引き出し，ノブ 1 を押さえなが

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，バックルプレートをバ

ックルにカチッと音がするまで差し込みま

す。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，その衝

撃の度合いに応じて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

の時に作動します。

フォースリミッターは事故の際，シートベ

ルトが身体にかかる衝撃を和らげる働きを

します。

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。
妊娠中の女性や，疾患等によってシートベル
トの着用に支障のある方は医師にご相談の上
着用してください。

●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。

●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することがあり，
その際はエアバッグ警告灯が点灯します。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。

● 15 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。



チャイルドシート 2-4

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（ISOFIX については第 4 章のシートの項を参照)
お子さまが乗車する場合はかならず後席に乗車させ，特に 6 才未満のお子さまはチャイルドシ

ートに着席させてください。

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 3 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，チャイルドシートや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。

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。(次ページ参照。）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。

1

2

3



●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。

●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。

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。

フロントエアバッグ 2-5

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

所に装備されており，イグニッション

スイッチがオンの時に作動します。

エアバッグシステムについては，別冊

「あなたの安全のために」の関連する項

目をお読みください。

●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，別途スイッチ＊により作動を解除され

ていない限り，同時に作動します。

＊仕様により異なります。



フロントエアバッグ 2-6
●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い

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。

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 15 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。

●助手席エアバッグキャンセル
スイッチ＊
チャイルドシートを助手席に，進行方向に

対して後ろ向きに取り付ける場合にはグロ

ーブボックスの上部に取り付けられたエア

バッグが作動しないようにする必要があり

ます。

助手席エアバッグの作動を止めるには，イ

グニッションをオフにした状態でキーをス

イッチ 1 に差し込んで｢OFF｣の位置に回

します。メーターパネル内の警告灯

が点灯します。この状態では助

手席エアバッグは作動しません。

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。



サイド/カーテンエアバッグ 2-7
サイドエアバッグシステムは，運転席

と助手席のそれぞれのシートバックの

ドア側に内蔵されています。

カーテンエアバッグは，ドアピラーと

客室の上部に内蔵されています。

これらは，側方から極めて強い衝撃を

受けたときにエアバッグが乗員と車体

との間でふくらんで乗員の身体に加わ

る衝撃をやわらげる装置で，衝撃の加

わった方向によって別個に作動します。

●エアバッグ警告灯
システムに異常が発生したときは，警告音

と共に警告灯が点灯し，マルチファンクシ

ョンディスプレイにその旨が表示されま

す。

もしこの警告灯が点灯し，警告音が

鳴ってマルチファンクションディス

プレイに「Air bag fault（エアバッ

グ故障）」という表示が現れた場合は，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。

＊仕様により異なります。

●サイド/カーテンエアバッグシ
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

ると電気パルスをエアバッグシステムに送

ります。シートバック内あるいは車室上部

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。



サイドエアバッグ 2-8
●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。

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。
・シートカバーを装着するときは，必ずサイドエアバッグ対応の純正シートカバーをご使用ください。
・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，十分な効果が得ら
れなかったり，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，表皮を張り替えたり，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。

●フロントピラーとルーフ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。
・ピラーやルーフ，又はその周囲にアクセサリーを取り付けないでください。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物が飛び，乗員がケガをするおそれがあります。
・ルーフのグリップハンドルを取り外さないでください。カーテンエアバッグを固定する部品の一部と
なっています。

●エアバッグは 15 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。





第 3 章　ドア，テールゲートの開閉
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ボンネット，フュエルキャップ..............................................4



キー、リモコン 3-1
307 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の施錠・解錠が同

時にできます。

●キー
キーを運転席ドアのキーシリンダーに差し

込んで回してください。全てのドアとテー

ルゲートが同時に解錠または施錠されます。

●リモートコントロール
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のロックが同時に

施錠され，さらにボタンを押し続けると開

いているウィンドウが閉じます。

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約 2 秒間

点灯し，解錠時には数回点滅します。

施錠の際,電動ミラーが格納され，イグニッ

ションをオンにすると展開します＊。

施錠している状態で再度ボタン A を押す

と，ハザードランプが点滅しホーン＊が鳴

って自車位置を示します。

施錠後 30 秒以内にドアが開かれない時は

自動的に再施錠されます。

●スーパーロック＊
盗難防止のため，仮にガラスを壊すなどし

て内側からロックを解除してもドアを開け

ることができなくなる機能です。

ボタン A を押すと，ハザードランプが一

回約 2 秒間点灯してスーパーロックがか

かります。開いている窓やサンルーフがあ

れば自動的に閉まります。＊

施錠してから 5 秒以内に再度ボタン A を

押すと，スーパーロックが解除されて通常

のロックになります。この際ハザードラン

プが点灯してホーンが鳴ります。

●電池交換
リモコンの電池が消耗すると，警告音と共

に「Remote control battery low（リモ

コン電池消耗）」のメッセージがマルチフ

ァンクションディスプレイに表示されま

す。ねじを外し，リング部分をコインなど

で開いて同じ電池（CR2016 3V）と交

換して下さい。

●初期化
電池交換後などリモートコントロールが作

動しなくなったら，以下の手順で初期化を

してください。

・イグニッションをオフにします。

・イグニッションオンにします。

・ボタン A を押します。

・イグニッションをオフにして，キーを

抜きます。
＊仕様により異なります。



ドア，ドアロック 3-2

●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。

フロントドアを開けると全てのロックが解

除されます。リアドアを開けるとそのドア

のロックのみが解除されます。

●ドアロックスイッチ
スイッチ A で施錠・解錠ができます。

リモコンで施錠したときやスーパーロック

がかかっているときは解錠できません。

リモコンを使用して下さい。

施錠時にインジケーターランプがゆっくり

点滅する事がありますが，車載機器の通信

状態を示すもので異常ではありません。

●半ドア警告
ドアを完全に閉めずに走行すると，マルチ

ファンクションディスプレイにその旨が表

示されます。

注意

●ドアやテールゲートが完全に閉まっていな
いと集中ドアロックは作動しません。

●リモコンキーがイグニッションスイッチに
差し込まれた状態では，そのリモコンは作動
しません。

●キーナンバーのついたタグを保管するか，
番号を控えておいてください。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。

●車両から離れたところで何度もリモコンの
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。

●車内に人がいるときはスーパーロックをか
けないでください。車内からドアロックノブ
を引いてもロックが解除できず閉じこめられ
てしまいます。

＊仕様により異なります。



チャイルドロック，テールゲート 3-3

●テールゲート
テールゲートのロックは集中ドアロックに

連動して施錠・解錠します。ハンドル A を

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，軽く下に引いてください。

テールゲートは時速約 10Km/h 以上で自動

的に施錠され，ドアが開くと解錠されます。

●テールゲート閉め忘れ警告
テールゲートを完全に閉めずに走行すると，

マルチファンクションディスプレイにその

旨が表示されます。

●テールゲートの非常時解錠
何らかの理由でテールゲートのロックが解

除できない場合は，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。

・ A の穴にドライバーを差し込んでロッ

クを解除します。

●チャイルドロック＊
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，

このノブ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

からは開けられなくなります。



ボンネット，フュエルキャップ 3-4

●ボンネットを開けるには
ダッシュボード下にあるレバーを押し下
げ，ロックを解除します。ボンネットの下
のロックレバーを押し上げながらボンネッ
トを上に持ち上げ，ストラットで支えます。

●ボンネットを閉めるには
下から 30 ㎝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。

●ボンネット閉め忘れ警告＊
ボンネットを完全に閉めずに走行すると，
警告音とともに「STOP」警告灯が点灯し，
マルチファンクションディスプレイにその
旨が表示されます。

●フュエルキャップ
フラップを開き，キーを差し込んでキャッ

プを回して外します。

フュエルリッドの内側には外したキャップ

を掛けておくことができます。

燃料タンクの容量は約 60 リットルです。

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。

給油にあたっては，別冊「あなたの安全の

ために」の「燃料給油時の注意」をお読み

ください。

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。

警告

給油中はエンジンを停止してください。

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。

危険

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

＊仕様により異なります。
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運転席 4-1
各種装置

１ 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。上部には開閉式のエアダクト
があり空調されたエアを導入することが
できますが，冷蔵庫や温蔵庫の機能はあ
りませんので飲食物の保存はできません。

２ 灰皿
リッドを引くと開きます。灰皿を取り出
すときは，タブを押しながら引いてくだ
さい。

３ 小物入れ

４ 12 ボルト電源
シガーライタータイプのソケットです。
イグニッションがオフでも電源が供給さ
れます。（エコノミーモード時を除く）

５ ドアポケット

６ カップホルダー

７ コインいれ

８ ゴミ箱
取り外すときは，いっぱいに開いてから
容器を引き上げます。



ホーン，チルトステアリング 4-2

●ホーン
ステアリングホイールのパッド

を押してください。

●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 A 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てチルトステア

リングをロックしてください。

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。



ヘッドランプ 4-3

●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

をまわして行います。

すべてのランプが消灯します。

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。

●パッシング（追い越しの合図等）
スイッチの位置に関係なくレバーを浅く手前に引くと，ヘッドライトが点灯します。

●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，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。

また，イグニッションをオフにすると，周囲の明るさによっては 30 秒間，あるいはドアをロッ

クするまでヘッドランプが点灯し続けます。

この機能をオンにしたりオフにするときは以下のようにしてください。

・イグニッションキーをアクセサリー位置にします。

・ライトスイッチを「0」の位置にします。

・ライトスイッチの先端を 2 秒以上押し続けます。

機能がオンになると，警告音と共にマルチファンクションディスプレイに「Automatic

lighting  active（オートライト作動中）」のメッセージが

表示されます。

マニュアルでライトスイッチを操作したときにはオートラ

イト機能は一時的にオフになります。

警告音と共にマルチファンクションディスプレイに

「Automatic lighting faulty（オートライト故障）」のメ

ッセージが表示されたときは，システムの照度センサーに

異常があります。この場合ヘッドランプが点灯します。

プジョーディーラーでシステムの点検を受けて下さい。

注意
昼間の霧の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，
マニュアルでライトを点灯してく
ださい。

ダッシュボードの前方＊にある照
度センサーを遮蔽しないでくださ
い。オートライト機能が正常に作
動しません。

＊仕様により異なります。



フォグランプ，方向指示器 4-4
●リアフォグランプ（リング B）＊

リアフォグランプ点灯

リング B を向こう側に回すと点灯し，手前

に回すと消灯します。

●フロント及びリアフォグランプ
（リング C）＊
フォグランプの操作は，レバーのリング C

で行います。リングを向こう側に 1 回すと

フロントフォグランプが点灯し，もう 1 回

回すとリアフォグランプも点灯します。

フロントフォグランプは，ヘッドランプを

ハイビームに切り替えると自動的に消灯し

ます。＊

両方のランプを消灯するときは，リングを

手前に 2 回回します。

点灯状況はメーターパネルに表示されます。

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

プ点灯

注意
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。

●ライト消し忘れ警告
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，ブザー＊が鳴って警告します。

●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。

●ハザードランプスイッチ
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。

●ハザードランプ自動点灯機能＊
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。

車両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。



ワイパー，ウォッシャー 4-5

●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。

2 高速作動

1 通常作動

I/AUTO 間欠作動＊/または AUTO ＊

０　停止

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。

1 と 2 の位置では，車両が停止している

ときはふき取りスピードが遅くなります。

間欠作動時は車速に応じて休止時間が変化

します。

● AUTO（雨滴感知式ワイパー）
＊
ワイパーレバーを AUTO の位置にしておく

と，降る雨の量に応じて自動的にワイパー

が作動します。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｢停止｣に戻してから再度セットし

てください。機能がオンになると，警告音

と共にマルチファンクションディスプレイに

「Automatic wiping active（オートワイパ

ー作動中）」のメッセージが表示されます。

システムに異常が発生すると，警告音とと

もにマルチファンクションディスプレイに

「Automatic wiping faulty（オートワイパー

故障）」のメッセージが表示され，間欠作動

に切り替わります。プジョーディーラーで

点検を受けて下さい。

●リアワイパー＊
リングを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。
＊仕様により異なります。

注意
フロントガラスの雨滴センサーを遮蔽しない
でください。

お車を洗車する際は，ワイパーレバーを停止
位置にするか，イグニッションスイッチをオ
フにしてください。水滴によって雨滴感知ワ
イパーが突然作動して，けがをしたり，お車
を損傷するおそれがあります。

フロントウィンドウの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。

●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 2 秒間作動し

ます。

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＊が作動します。

●メンテナンスポジション
イグニッションオフから 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。ワイパーを交換するときは，

この状態で行います。



メーターパネル 4-6

1. タコメーター

2. シートベルト警告灯

3. 自動診断警告灯

4. ブレーキ警告灯

5. 左方向指示器インジケーター

6. 冷却水温度計

7. バッテリー警告灯

8. STOP 警告灯

9. エンジン油圧警告灯

10. 燃料残量警告灯

11. 右方向指示器インジケーター

12. 燃料計

13. ABS 警告灯

14. エアバッグ警告灯

15. 助手席エアバッグ解除警告灯＊

16. スピードメーター

17. 油量/オド/トリップメーター/
サービスインジケーター

18. リセットボタン

19. リアフォグランプインジケーター

20. 集中表示/警告灯パネル

21. フロントフォグランプインジケーター＊

22. ハイビームインジケーター

23. 冷却水量警告灯＊

24. ロービームインジケーター

25. メーターパネル明るさ調整ノブ

26. スポーツモードインジケーター（AT 車）

27. スノーモードインジケーター（AT 車）

28. シフトポジションインジケーター（AT車）
＊仕様により異なります。



メーターパネル 4-7

●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，警告音と共にマルチファンクション

ディスプレイに「Coolant temp. high

（冷却水温高い）」の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，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。

●エンジン油量計
イグニッションを ON にすると，サービス

インジケーターの表示に続いておよそ 10

秒間，油量を表示します。

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

に正確に表示されます。

油量は適正です。

オイルが不足していま

す。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。

ただちに補充してくだ

さい。

表示が点滅しているときは，システムの故

障です。プジョーディーラーで点検を受け

て下さい。

●トリップメーターリセットボタン
イグニッションがオンの

時にボタンを押すと，

トリップメーターの数字

がリセットされます。

●メーターパネル照明コントロー
ラー
ボタンを押し続けると，

メーターパネルとマルチ

ファンクションディスプ

レイの明るさが，明から

暗へ，再度押し続けると

暗から明へと変化します。

好みの明るさになったら，ボタンを離して

ください。



サービスインジケーター 4-8
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。

油量を表示した後本来の

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。

油量を表示した後本来の機能に戻り，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。

●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。

●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。

・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。

・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。

・表示が 0 に戻り，スパナのマークが消

えます。

注意
リセット後 5 分間はバッテリーの接続を外さ
ないでください。リセットが無効になります。

プジョーディーラーでは，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。もし，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サービス担
当者にお伝えください。



STOP 警告灯

油圧警告灯，冷却水量警告灯，ブレーキ警

告灯，水温計，油温計などと連動しており，

メッセージがマルチファンクションディス

プレイに表示されます。

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。

走行中，あるいはエンジン回転中にこの警

告灯が点灯したときは，すみやかに車を停

止させてプジョーディーラーに連絡してく

ださい。

警告灯類 4-9

バッテリー警告灯

エンジン回転中に点灯すると，警告音と共

にマルチファンクションディスプレイに

「Low battery charge（充電不足）」のメ

ッセージが表示されます。

以下の不具合が発生しています。

・　オルタネーターベルトが切れているか

緩んでいる

・　バッテリーのターミナルが緩んでいる

・　オルタネーターや充電系統の故障

プジョーディーラーで点検を受けて下さい。

エンジン油圧警告灯

STOP 警告灯に連動しています。

エンジン回転中に点灯すると，警告音と共

にマルチファンクションディスプレイに

「Oil pressure low（油圧が低い）」または

「Top up engine oil（要補充）」のメッセ

ージが表示されます。直ちにエンジンを止

めてオイル量を点検し，必要なら補給して

ください。プジョーディーラーで点検を受

けて下さい。

冷却水量警告灯＊

STOP 警告灯に連動しています。

点灯すると，警告音と共にマルチファンク

ションディスプレイに「Top up coolant

（要補充）」の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，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。

エンジン回転中に点灯し，警告音と共にマ

ルチファンクションディスプレイに

「Emission control system problem

（排ガス制御システム異常）」のメッセージ

が表示されたときは，システムに異常があ

ります。また，「Catalytic converter

faulty（排ガス制御システム故障）」のメッ

セージが表示されたときは，点火・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。

＊仕様により警告灯の有無や内容が異なります。



A B S （ アンチロック
ブレーキ）警告灯＊

警告灯類 4-10

ブレーキ警告灯＊

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。
STOP 警告灯とこの警告灯が点灯すると，
警告音と共にマルチファンクションディス
プレイにメッセージが表示されます。

「Handbrake on（ハンドブレーキ作動中）」
=> ハンドブレーキがかかったままか，完
全に解除されていません。

「Low brake fluid level（ブレーキ液量不足）」
=> ブレーキ液が不足しています。

「Brake system problem
（ブレーキシステム異常）」
=> ブレーキシステムに不具合が発生して
います。ABS 警告灯も点灯します。
ただちに停車して，プジョーディー
ラーで点検を受けてください。

燃料残量警告灯

イグニッションを ON にしたときにおよそ

３秒間点灯し，その後消灯します。

この警告灯が点灯し，警告音と共にマルチ

ファンクションディスプレイに「Fuel

level low（残量少）」のメッセージが表示

された時から，通常の走行状態で約 50km

走行できます。（走行状態によって変わり

ます。）早めに燃料を補給してください。

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。

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。
エンジン回転中に点灯し，警告音と共にマ
ルチファンクションディスプレイに「Air
bag faulty（エアバッグ故障）」のメッセ
ージが表示されたときは，フロントエアバ
ッグやサイドエアバッグまたはカーテンエ
アバッグの故障です。プジョーディーラー
で点検を受けてください。

助手席エアバッグ解除
警告灯＊

イグニッションを ON にしたときにおよそ

３秒間点灯し，その後消灯します。

消灯しないか，走行中（時速 12Km/h 以

上）に点灯したときは，アンチロックブレ

ーキとしては作動せず，通常のサーボアシ

スト付きブレーキとして機能します。

この警告灯が点灯すると，警告音と共にマ

ルチファンクションディスプレイに「ABS

system problem（ABS システム異常）」

の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。

警告音と共に点灯し，マルチファンクショ
ンディスプレイに「Passenger air bag
disarmed（助手席エアバッグ作動解除）」
のメッセージが表示されているときは助手
席エアバッグは作動しません。
この警告灯が点滅した場合は，プジョーデ
ィーラーで点検を受けてください。

シートベルト警告灯

エンジン回転中に，運転者がシートベルト

を着用していない場合に点灯します。

シートベルトを着用してください。



空調装置 4-11



空調装置 4-12
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. 後席足下吹き出し口＊

＊仕様により異なります。

注意
常に室内に十分な空気の入れ換えが行われるように，装置を適切にコントロールしてください。
「OFF」ポジションでは空気の循環が全く行われません。ウィンドウが曇る恐れがありますので，一時
的な使用にとどめてください。

空気の流れをスムーズにするため，次のことにご注意ください。
・ボンネット内の外気取り入れ口がふさがれていないか
・前席下のエアダクトや吹き出し口がふさがれていないか
・ラゲッジルーム内の空気排出口がふさがれていないか
・花粉フィルターが詰まっていないか

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。

フロントウィンドウは，空調効果を高めるために
紫外線や赤外線を大幅にカットする構造になって
おり，フロントウィンドウの内側に設置した赤外
線センサーなどの信号が減衰します。また，電波
も通りにくくなります。
このためミラーの基台の周囲には 2 ヶ所，赤外
線や電波を通過させるために，フロントウィンド
ウの熱線反射膜が無い部分が設けてあります。



空調装置 4-13

2オートプログラム
このボタンを押すと，セットされた

温度に合わせてシステムが自動的に

最適な吹き出し口や風量，エアコン

のオン/オフ，内外気切り換えを選択して

コントロールします。

3視界確保モード
天候や乗車状況によってはオートプ

ログラムでも，ウィンドウガラスが

曇ってしまうことがあります。この

ようなときにこのボタンを押すと，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。

｢AUTO｣ボタンを押すと解除されます。

●オートモード

1温度設定ボタン
ボタンの上下を押して希望の温度

に合わせます。

セットされた温度がディスプレイ

に表示されます。



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。

エアコンの機能を維持するために 1-2 ヶ月に
一度，5-10 分くらいエアコンを運転させるこ
とをお勧めします。

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。

エアコンにはフロンガス（R134a）が使用さ
れています。大気放出による環境破壊防止のた
め，修理や廃車の際にはプジョーディーラーに
ご相談ください。

曇り取り中のウィンドウやミラーは高温になり
ます。やけどの恐れがありますので手を触れな
いでください。

空調装置 4-14

5室内送風切換えボタン
ボタンを押すたびに，吹き出し口が

切り替わります。

・フロントウィンドウ

・フロントウィンドウと足元

・足元のみ

・ダッシュボード中央と足元

・ダッシュボード中央と左右の吹出し口

7内/外気切換えボタン
ボタンを押すと，外気が車内に入ら

なくなります。

いやな臭いが車内に入るのを防ぐと

きや，急速に冷暖房したいときに一時的に

使用します。なるべく早く外気導入に戻し

てください。外気導入に戻すにはもう一度

ボタンを押します。

4エアコン ON/OFF スイッチ
このスイッチを押すと，｢ECO｣マ

ークが点灯し，エアコン（冷房）は

カットされます。もう一度ボタンを

押すと｢A/C｣マークが点灯してエアコン

（冷房）が入ります。
8システム停止ボタン

このボタンを押すとすべての機能が

オフになります。

9リアウィンドウ熱線スイッチ
このスイッチをオンにするとリアウ

ィンドウや電動ドアミラー＊の曇り

をとります。

外気温に応じて自動的にオフになります

が，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。

●手動設定
希望によってオートプログラムを解除して

好みの設定に変更することができます。

以下で変更した以外の機能はそのまま自動

でコントロールされます。

｢AUTO｣ボタンを押すと元に戻ります。

6風量調節ボタン
風量を調節します。+ を押す

と風量が増えます。

＊仕様により異なります。



●リアクォーターウィンドウ（3ドア車）
レバー A 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。

フロント/リアウィンドウ 4-15

●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。

●ワンタッチパワーウィンドウ
開閉スイッチ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。

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メートル下降します。

ウィンドウが凍り付いたり，バッテリーの接続を外した後などパワーウィンドウが正常に閉まら

ないときは，ウィンドウを一度完全に開いてから閉じた後 1 秒間スイッチを引き続けてください。

●リアウィンドウキャンセルスイッチ＊
このスイッチを押してノブが出た状態にすると，後席の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。

お子様が乗車しているときに，誤って後席のウィンドウを開閉することを防止します。 ＊仕様により異なります。

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。

●パワーウィンドウスイッチ
1 運転席側パワーウィンドウスイッチ

2 助手席側パワーウィンドウスイッチ

3 右側リアウィンドウ開閉スイッチ＊

4 左側リアウィンドウ開閉スイッチ＊

5 リアウィンドウキャンセルスイッチ＊

イグニッションをオフにした後約 90 秒

間，ウィンドウの開閉ができます。



●室内バックミラー
夜間に後続車のヘ

ッドライトがまぶ

しいときは，下部

のつまみを前後に

動かして調節して

ください。

●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が変わります。夜間に後

続車のヘッドライトがミラーに反射した場合も自動的に暗

くなります。イグニッションスイッチをオンにして，スイ

ッチ 1 を押すとインジケーターランプ 2 が点灯して，自

動防眩機能が作動します。

シフトレバーをバック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。
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●電動ドアミラースイッチ＊
調節したいミラーの側にスイッチ A のツマ

ミを動かしてから，動かしたい方向にスイッ

チ B を押してください。

●ドアミラーの格納＊
スイッチ A のツマミを後方に引くと格納

し，再度引くと展開します。

リモコンでロックするとミラーが格納し，イ

グニッションをオンにすると展開します。＊

スイッチで格納した場合は，イグニッション

をオンにしてもミラーは展開しません。

手などを挟まないよう，安全を確認してから

操作してください。

●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。

＊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。



ルームランプ，サンバイザー 4-17

●ルームランプ
1. フロントルームランプ　　　　　2. マップランプ　　　　　3. リアルームランプ

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，各スイッチを操作すると点灯します。

フロントとリア＊のルームランプは，イグニッションキーを抜いたとき，ロックを解除したとき，

およびドアが開いたときに点灯し，イグニッションをオンにしたり，ロックをしたときに徐々に

暗くなって消灯します。

スイッチ 1 を押すと，フロントとリアのルームランプが約 10 分間点灯します。

スイッチ 3 を押すと，リアルームランプが約 10 分間点灯します。

消灯するときは，再度スイッチを押して下さい。

スイッチ 1 を 3 秒間押し続けると，ランプはキーやロックに連動せず単独でオン-オフできるよ

うになります。元に戻すには，再度スイッチ 1 を 3 秒間押し続けてください。

マップランプは常時単独で使用できます。

●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。

フラップを開くとライト＊が点灯します。

＊仕様により異なります。

●ルーフポケット
フロントルームランプの一部がポケットに

なっており，サングラスなどを入れておく

ことができます。

カバーの後部を押すと下に開きます。
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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，レバーから

手を離すと位置が固定されます。

ウォークインスライド（3 ドア車）＊：

レバーを起こすと，シートバックが倒れてシート全体が

前方にスライドします。シートバックを起こすと元の位

置に戻ります。

背もたれの角度調節：

レバーを後方に押して好みの位置に調節してください。

シートの高さ調節＊：

レバーを上下してシートの高さを調節してください。

アームレスト＊：

使用するときは手で引き下げてください。アームレスト

とシート横との間のボタンを押して引くと外れます。

ヘッドレストの調節：

上下に移動させ，前後に動かし＊て調節します。ラグを

コインで上げてヘッドレストを斜めに引くと外れます。

小物入れ：

持ち上げてから引き出します。

＊仕様により異なります。

1

5

2

3

4

6

7

注意：安全のため，シートの調節は停車中に行ってください。



●リアシートを倒すには：
リアシートは左右分割して倒すことができます。シートバックを倒すときは，必ず先にシートクッションを持ち上げてください。

・　フロントシートを前に出します。

・　シートの前部を持ち上げてから，シートクッション 1 の後部を前方に引き起こします。

・　シートベルトがシートバックの端にあることを確認します。

・　シートバック 3 の上部のロックノブ 2 を引いてロックを解除します。

・　ヘッドレストを一番低い位置に引き下げます。

・　シートバック 3 を倒します。

シートバックを戻すときは，確実に戻してロックノブ 2 の赤いマーカーが見えなくなっていることを確認してください。

シートベルトが挟まっていないことを確認してください。

リアシート 4-19



リアシート 4-20

●リアアームレスト＊
アームレストの内部は小物入れになってい

ます。

リッドを開くとカップホルダーやペンホル

ダー，トレイなどが用意されています。

警告
ラゲッジルームや倒した状態のシートには，
絶対に人を乗せないでください。急ブレーキ
時や衝突時に大けがをするおそれがあります。

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。急ブレ
ーキ時や衝突時に載せたものがぶつかって，
大けがをするおそれがあります。

リアシート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。

●チャイルドシート用キャッチ＊
プジョー車専用の｢ISOFIX｣規格のチャイ

ルドシートをワンタッチで固定するための

キャッチです。

取り付け方法と使用上の注意については，

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。



トリップコンピューター 4-21

●トリップコンピューター
トリップコンピューターは，ワイパーレバ

ー先端のスイッチを押すことにより以下の

情報を順次きりかえて表示します。

・時間

・走行可能距離

・瞬間燃料消費量

・平均燃料消費量

・平均速度

・走行距離

コンピューターをリセットする場合は，ワ

イパーレバー先端のスイッチを 2 秒以上押

し続けます。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。

●マルチファンクションディスプ
レイ＊

以下の情報を表示します。

・時間

・日付

・外気温度

・ドア，テールゲートなどの開放状況

・警告/状況メッセージ

（「充電不良」，「要燃料補給」など。

A か B のボタンを押すとクリアされ

ます。）

・トリップコンピューター＊

・カーステレオ＊

●パラメーター設定
ボタン A を 2 秒間押すとパラメーター設

定モードになります。さらにボタン A を押

して個々のパラメーターを呼び出し，B の

ボタンで希望する単位や数字を設定します。

・表示言語(日本語はありません)

・距離表示（Km/マイル)

・温度表示(摂氏/華氏)

・ 12 時間/24 時間表示切り替え

・時間

・分

・年

・月

・日

ボタンを押し続けると早送りされ，10 秒

間ボタン操作がないと自動的に通常表示に

戻ります。

●外気温度計
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。

「℃」の表示が点滅したときは，路面氷結の

危険があることを示しています。
＊仕様により異なります。



トリップコンピューター 4-22

●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。

現在と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ので，運転状況が変わ

ると数字も変化します。

燃料が約 3 リッター以下になると，3 つ

のセグメントだけが点灯して燃料切れが近

いことを警告します。

●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 ON に

している状態の時間をもとに計算します。

●瞬間燃料消費量
過去 2 秒間の燃料消費量を表示します。

表示は 100km を走行するために消費す

る燃料をリッターで表示します。

ただし，車の速度が 30km/h 以上の時な

らびに，30 リッター/100km を限度に

表示します。

●平均燃料消費量
コンピューターをリセットしてから現在ま

での平均燃料消費量を表示します。

表示は 100km を走行するために消費す

る燃料をリッターで表示します。

ただし，30 リッター/100km を限度に

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

での累積走行距離を表示します。

＊この表示は説明のための例であり，実際の表示とは異

なることがあります。



ラゲッジルーム 4-23



ルーフチャンネル 4-24

＊仕様により異なります。

●ラゲッジルーム

1 リアパーセルシェルフ

取り外すときは，2 本の吊りひもを外

してシェルフを持ち上げながら引き出

します。

外したシェルフはフロントシートかリ

アシートの後に格納できます。

2 フック

3 ネット用リング

4 ラゲッジネット＊

リングを利用して荷物を固定してくだ

さい。

5 ラゲッジルームしきり床

6 アクセサリー用 12V 電源ソケット＊

シガープラグタイプのソケットです。

●ルーフチャンネル
キャリアなどを取り付ける際は，ルーフチャンネルのスライドカバーを押しながら矢印の方向に

動かしてださい。専用ねじ穴が用意されています。

ルーフ全体の最大許容荷重は 75Kg です。

ルーフバーに取り付けるアクセサリーは，プジョー純正品をご使用ください。
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＊仕様により異なります。

イモビライザー 5-1

プジョー 307 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。

システムに異常が発生すると，イグニッシ

ョンをオンにした際に，警告音と共にセン

ターコンソールの集中ドアロックスイッチ

のインジケーターが早く点滅し，マルチフ

ァンクションディスプレイに「Anti-theft

device faulty（イモビライザー故障）」の

メッセージが表示されます。この状態では

エンジンが始動しません。プジョーディー

ラーで点検を受けて下さい。

●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。

●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

転席のドアを開けると，ブザーが鳴ります。



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。

●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。

●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 5-2

●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 5-3
●イグニッションキーの位置
ストップ位置：�

イグニッションはオフとなります。

1 ノッチめ：アクセサリー位置�

イグニッションはオフですが，アクセサリ

ー装備が約 30 分使用できます。バッテリ

ー警告灯が点灯します。

2 ノッチめ：イグニッションオン位置�

イグニッションはオンとなり，警告灯類が

点灯します。

エンジン始動位置：�

アクセルペダルを踏み込まずにキーを回し，

エンジンが始動したら手を離してください。

●エンジンの始動
①　シフトレバーがＰ（AT 車）またはニュート

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，エンジン始動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。

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，シフトレバー
が P（AT 車）また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。

●エコノミーモード
エンジン停止後は，アクセサリーポジ

ションでワイパーやパワーウィンドウ，

ルームランプ，ラジオ等の電装品を約

30 分間使用することができます。

30 分を経過すると，バッテリー上が

りを防止するため自動的に「エコノミ

ーモード」となって電装品への電源供

給がカットされます。

エコノミーモードになったときは，マ

ルチファンクションディスプレイに

「Ecomomy mode active」（エコノ

ミーモード実行中）が表示されます。

引き続いて電装品を使用するときは，

一度エンジンを始動してエコノミーモ

ードを解除してください。



ブレーキ 5-4
●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。

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「handbrake on（ハンドブレー

キ使用中）」のメッセージが表示されたと

きは，ブレーキがかかったままか，完全に

解除されていません。

＊仕様により異なります。

●ブレーキアシスト＊
ブレーキアシストシステムは，緊急時に急

ブレーキをかけた時にブレーキの効きを最

大限に高め，停止距離を短縮する装置です。

この装置は急ブレーキ時のペダルの動きに

応じて作動し，ペダル踏力を軽減させます。

ただし，この装置はどのような状況でも停

止距離を短くするものではなく，思わぬ事

故につながるおそれがありますのでシステ

ムを過信しないでください。



アンチロックブレーキシステム 5-5

＊仕様により異なります。

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。

注意

●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。

● EBFD 警告灯
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「Braking fault（ブレーキシス

テム故障）」のメッセージが表示されたと

きは，電子式制動力制御装置（EBFD）の

機能に異常があります。ブレーキをかけた

ときに車両のコントロールを失う可能性が

あります。ただちに停車してプジョーディ

ーラーに連絡してください。

●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，滑りやすい路面での操

縦安定性を向上させます。

ホイールがロックしそうになると ABS が

作動します。

ただし，ABS 作動時の操縦安定性の確保

には限界があり，思わぬ事故につながるお

それがありますので ABS を過信しないで

ください。

タイヤやホイールを交換する時には認定品

をお使い下さい。

A B S （アンチロック
ブレーキ）警告灯＊

イグニッションを ON にしたときにおよそ

３秒間点灯し，その後消灯します。

消灯しないか，走行中（時速 12Km/h 以

上）に点灯したときは，アンチロックブレ

ーキとしては作動せず，通常のサーボアシ

スト付きブレーキとして機能します。

この警告灯が点灯すると，警告音と共にマ

ルチファンクションディスプレイに「ABS

system problem（ABS システム異常）」

の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。



ティプトロニックトランスミッション 5-6
●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。

●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。

バッテリー上がりなどでシフトロックが解除されないとき

は，以下の方法で強制的に解除することができます。

・灰皿下の小物入れのゴム製底ブタを外します。

・シフトゲート前方の四角い穴の右側直下に白い樹脂

製のレバーがありますので，細い棒状のものを差し

込んで下に押し下げてください。

・同時にシフトレバーを動かします。

●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。
＊仕様により異なります。

警告
●車から離れ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，シフトレバー
をＰの位置に入れ，ハンドブレーキが引いて
あることを確認してください。急発進して人
や物を傷つけるおそれがあります。

●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
がらエンジン回転がアイドルに下がっている
ことを確認してから行ってください。急発進
して人や物を傷つけるおそれがあります。



●マニュアルシフトポジション
シフトレバーを「Ｍ」にして + 方向に動かすとシフトアップし，-方

向に動かすとシフトダウンします。

強い駆動力を必要とするときに使います。50km/h 以下の速度

で使用してください。

２速に固定されます。山道等で使用します。

3 速に固定されます。平坦路等で使用します。

4 速に固定されます。高速道路等で使用します。

ティプトロニックトランスミッション 5-7

●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。

パーキング：エンジンを始動できます。駐車する場合に使用し

ます。パーキングブレーキを併用してください。

リバース：後退するときこの位置にします。エンジンがアイド

ル状態で，車両が停止している時にシフトしてください。

ニュートラル：エンジンを始動できます。

ドライブ：１速からオーバードライブまで，走行パターンに応

じて自動的にギアが切り換わります。

●モードセレクター
307 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，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。シフトレバーが「Ｄ」の時にセンターコンソールのスイッチを押してください。選択されたモードは，

メーターパネルに表示されます。選択したモードを解除するには，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。

●ノーマルモード
シフトレバーが「Ｄ」の位置では，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。



ティプトロニックトランスミッション 5-8
●クリープ現象
停車中にシフトレバーを「Ｄ」，「Ｒ」「Ｍ」

位置へ操作すると，アクセルペダルを踏ま

なくても車が動き出します。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。エンジンをかけたまま車外に

でるときは，必ずハンドブレーキをかけて

シフトレバーを「Ｐ」に入れてください。

●信号待ちでの停車
レバー位置は「Ｄ」のままブレーキを踏ん

でいてください。

●エンジンブレーキ
長い下り坂でブレーキを踏み続けると，

「Ｄ」レンジでもより効果的にエンジンブ

レーキを効かせるため自動的に低いギアに

切り替わりますが，状況に応じて随時，シ

フトレバーを「Ｍ」レンジにして低いギア

を選択することができます。（たとえばＤ

→３，３→２）ただし｢２｣から｢１｣への切

り換えは急激な減速を伴いますので，滑り

やすい道路条件（雪道や凍った道路）では

十分にご注意ください。

●キックダウン
追い越し時等，急加速したいときはシフト

レバーには手を触れずアクセルペダルをい

っぱいに踏みこんでください。シフトダウ

ンがおこり，エンジン回転が最高に達する

までそのギアを維持し，より短い時間で加

速することができます。ある一定の速度に

達すると，自動的にシフトアップします。

ブレーキを踏むと，エンジンブレーキを効

かせるためにシフトダウンします。また，

安全のため，急にアクセルペダルを離して

もシフトアップはしません。

●エマージェンシーモード
スポーツやスノーのインジケーターが点滅し

て，マルチファンクションディスプレイに

「Automatic gearbox faulty」が表示され

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。

速度を抑えて緩やかに走行し，プジョーディ

ーラーで点検を受けてください。

警告
●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
マニュアルモードで操作しているときは，スポ
ーツやスノーモードを選択できません。

マニュアルモードのシフト操作はエンジン回転
の許容範囲内でのみ行うことができます。その
範囲を超えるときは一時的にオートマチックモ
ードになります。例えば停車時やごくゆっくり
走行しているときには自動的に 1 速が選択され
ます。

「Ｎ」から「Ｒ」や「Ｄ」にシフトするときは，
エンジン回転がアイドルに下がっていることを
確認してください。
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けん引 6-1

●けん引について
吊り上げずに（4 輪が接地した状態で）けん引する場合：

けん引バーを使用してください。けん引用のリングはスペアホイールやジャッキと一緒に格納さ

れています。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アクセサリー位

置にしてください。

前からのけん引：

フロントバンパーのカバーの下部を押して外し，けん引リングを完全にねじ込んでください。

後ろからのけん引：

リアバンパーのカバーの上部をコインなどを使用して外し，けん引リングを完全にねじ込んでく

ださい。

吊り上げて（2 輪が接地した状態で）けん引する場合：

業務用の装置を使用して吊り上げるようにしてください。

注意

●けん引リング以外の場所（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。

●エンジンをかけずに牽引する場合，ブレーキ
の倍力装置は働きません。

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。



エンジンルーム内の点検 6-2
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. 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

1.6 リッターエンジン

2.0 リッターエンジン



エンジンルーム内の点検 6-3
●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。

オイル消費量は，ならし運転後で 1,000

㎞あたり最大約 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。

このレベルを超えない

ようにしてください。

このレベルを下回らない

ようにしてください。

●オイル交換
容量：

・ 2 リッターエンジン =4.25 リットル

・ 1.6 リッターエンジン =3.0 リットル

交換頻度：この章の 13 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。添加剤の類は使用しないで下さい。

粘度： 10W-40 または 5W-40

●オイルフィルター
この章の 13 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 の付近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 13 ページをご

覧ください。

MAX

●冷却水の点検と補給
液量の点検は冷却水が冷えているときに行

ってください。

キャップを外して中の冷却水が 近

くに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。

冷却水にはプジョー純正クーラントのみを

使用してください。

●パワーステアリングフルードの量
エンジンが冷えている状態で，常温でタン

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： 3.5 リッター（ヘッドランプウォ

ッシャー＊付きは 6.5 リッター）です。

MAXIMIN

MAXI



エンジンルーム内の点検 6-4
●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 13 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
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

オイル量の点検を受け，必要に応じて補充

をしてください。

●ブレーキパッド
運転状況によって，摩耗の度合いは大きく

異なります。

特に都市部でご使用の場合は，定期点検と

定期点検の間にプジョーディーラーで点検

を受けてください。

●ハンドブレーキ
引きしろが大きいときは，制動力が低下し

ている恐れがあります。

特に都市部でご使用の場合は，定期点検と

定期点検の間にプジョーディーラーで点検

と調整を受けてください。

注意

●エンジンオイル補給
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 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

注意

使用済みのエンジンオイル，ブレーキフルード，
クーラントなどは絶対に地面や下水に廃棄しな
いでください。特にブレーキフルードには有害
な物質が含まれていますので，皮膚に触れない
ようご注意ください。



ホイールの交換 6-5
●スペアタイヤとジャッキ

スペアタイヤとジャッキは，ラゲッ

ジルームのカーペットの下に格納さ

れています。

①　ハンドルをつかんでカーペット

を引き上げます。

②　ひもをパーセルシェルフの右フ

ックに引っかけて，カーペット

を保持します。

③　スペアタイヤとジャッキを持ち

上げて，車外に降ろします。
●ジャッキと工具

1. ホイールレンチ　　　　　　2. センタリングツール　　　3. 輪止め
4. ジャッキ　　　　　　　　　5. 牽引ボルト　　　　　　　6. ボルトキャップ用ピンセット＊

●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て，ハンドブレーキを引きます。

②　シフトレバーを「Ｐ」(マニュアルトランスミッション車ではＲ)の位置に入れてイグニッションを

OFF にします。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。

③　ホイールキャップ装着車＊では，レンチ 1 でバルブ横をこじって外します。

ボルトキャップ装着車＊では，ピンセット 6 を差し込んで外します。

盗難防止ボルト装着車＊では，さらにピンセット 6 を使用してプラスチックカバーを外してから専

用ソケットをかぶせます。

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。

④　ジャッキアップポイントの下にジャッキを置き，ジャッキを車体に当たるまで伸ばします。

⑤　ジャッキのハンドル回して，タイヤを軽く浮かせます。

⑥　一番上のボルトを外してセンタリングツール 2 をねじ込みます。

⑦　残りのボルトを外して，ホイールを取り外します。
＊仕様により異なります



ホイールの交換 6-6

●スペアタイヤの取り付け
①　スペアタイヤをあてがい，センタリングツールを利用して位置決めをしてホイールボルトを

仮止めします。

②　センタリングツールを外し,全てのボルトを指とレンチで軽く締め付けます。

③　ジャッキのハンドルを左（反時計方向）に回し，車体を下に下ろします。

④　ホイールボルトをレンチでしっかり締めてください。この際，スチール製スペアホイールで

は平ワッシャーがリムに接せず遊んでいても問題ありません。

外したカバー類を元に戻します。

２～３㎞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。

●タイヤの格納
工具類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

をかねていますので，無いと床が変形します。

タイヤの固定ベルトは，走行中に異音が発生したり衝撃が加わった際に飛び出すことの無いよう

にしっかり締めてください。

警告

●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
ネジが緩んでタイヤが外れるおそれがあります。

●お車に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。他の車両に使用
したり，他車両のものを使用しないでください。

注意

●タイヤを交換するときは，必ず同サイズ同種
類のタイヤを使用してください。他のタイヤを
使用すると，安全走行に悪影響をおよぼします。

●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。
このタイヤ使用時の最高速度は 80Km/h で
す。

●盗難防止ボルト＊の専用ソケットの番号を控
えておいてください。紛失した際に番号から複



●サイドリピーター用電球（12V
5W アンバー = 橙色）
①　ランプユニットを前方に押してから手

前に引き，取り外します。

②　コネクターを押さえてレンズを 1/4

回転して外します。

③　電球を交換します。

電球の交換 6-7

1 ロービームヘッドランプ（H7  12V55W）

2 ハイビームヘッドランプ（H1  12V55W）

3 フロントフォグランプ（H1  12V55W）＊
①　交換する電球に対応するリアカバーを，1/4 回転回して外します。

②　コネクターを外します。

③　固定スプリングのフックを指で押しながら外して，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。

4 ポジションランプ用電球（12V 5W）
・　バルブホルダーを後方に引き抜き，電球を交換します。

5 方向指示器用電球（12V 21W）
・　ソケットを 1/4 回転しながら引き抜き，電球を交換します。 ＊仕様により異なります



電球の交換 6-8

●テールランプ

1 方向指示器ランプ（12V 21W）

2 リバースランプ/リアフォグランプ
（12V 21W）

3 ストップランプ（12V 21W）

4 ポジションランプ（12V 5W）

①　ラゲッジルーム内のクリップを外して

トリムをめくります。

②　トリムを脇に寄せますます。

③　タブを両側から押してランプホルダー

を取り出します。

④　電球を交換します。

●ハイマウントストップランプ
①　10mm のボックスレンチを使用して

固定ナット 1 を外します。

②　ランプユニットを押し出します。

③　タブ 2 を押してバルブホルダーを外

します。

④　電球を交換します。

⑤　取り付ける際は，シールが元の位置に

あることを確認してください。

注意

アンバー色（橙色）の電球は，同じ規格の同じ
色の電球を使用してください。

●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。



ヒューズの交換 6-9

●室内側ヒューズ
室内側のヒューズボックスは，グローブボ

ックスの中にあります。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，ダッシュボード内部とエンジンルームの 2 ヶ所にあります。

エンジンルームのヒューズは表側にサブヒューズ，裏側に大容量のメインヒューズがあります。メインヒューズの交換はプジョー

ディーラーにお申し付けください。

●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

ヒューズボックス

位置 容量 機能＊

1 10A リアフォグランプ

2 15A リアワイパー

4 15A フロント
パワーウィンドウ

5 15A 左ブレーキランプ

7 20A カーテシランプ
マップランプ
12V ソケット電源
グローブボックスランプ

＊モデル及び仕様により異なります。



ヒューズの交換 6-10

＊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
9 番～ 26 番

位置 容量 機　　能＊

9 30A パワーウィンドウ

10 15A 診断ソケット，リア 12V 電源ソケット

11 15A カーステレオ，マルチファンクションディスプレイ，ステアリングリモコン，オートマチックトランスミッション

12 10A 右前ポジションランプ，右後ポジションランプ，番号灯，集中ロックスイッチ，ハザードランプ，灰皿照明，
ヘッドランプ光軸調整

14 30A ドア開閉コントロール，スーパーロック

15 30A リアウィンドウ

16 5A エンジンヒューズ，ステアリングホイールコントロール，エアバッグ

17 10A 右後ブレーキランプ，ハイマウントストップランプ

18 10A 診断ソケット，ステアリングホイールコントロール，ブレーキ/クラッチペダルスイッチ，ハンドブレーキスイッチ

19 30A PARC シャント

22 10A 左前ポジションランプ，左後ポジションランプ，番号灯

23 15A アラーム

24 15A メーターパネル，カーステレオ，マルチファンクションディスプレイ，エアコン

26 30A リアウィンドウデフォッガー



ヒューズの交換 6-11
●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。

ヒューズを点検，交換するときはカバーを

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。

＊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。

位置 容量 機　　能＊

1 30A クーリングファン

2 30A ABS ポンプモーター

3 30A ABS ソレノイドバルブ

4 60A システムインターフェース電源

5 70A システムインターフェース電源

6 20A シートヒーター

7 30A イグニッションスイッチ電源

8 70A パワーステアリング電動ポンプ

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。

アクセサリーの取り付け，不適切な取り付け
方法，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。

当社は，当社から供給や推奨されていない，
10 ミリアンペア以上の電流を消費するアク
セサリーの取り付けや，あるいは当社の指示
に従わない装着方法によって発生した車両及
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，車両の電装システムを 2 重に保護して
います。これに関わる作業はプジョーディー
ラーにお任せください。

●メインヒューズ（下段）

メインヒューズ



ヒューズの交換 6-12
位置 容量 機　　能＊

1 10A オートマチックトランスミッションリバースランプスイッチ，インヒビターリレー，車速センサー
マニュアルトランスミッションリバースランプスイッチ，

2 15A キャニスターソレノイドバルブ，燃料ポンプ

3 10A パワーステアリングユニット，ABS コントロールユニット

4 10A 燃料噴射コントロールユニット，オートマチックトランスミッションコントロールユニット
ファンユニットリレー，オートマチックトランスミッションシーケンシャルコントロールユニット
オートマチックトランスミッションシフトロックリレー

5 15A 黒煙フィルターコントロールユニット

6 15A フロントフォグランプ

7 20A ヘッドランプウォッシャーポンプ

8 20A ファンリレーコントロール，燃料噴射装置

9 15A 左ロービームヘッドランプ

10 15A 右ロービームヘッドランプ

11 10A 左ハイービームヘッドランプ

12 10A 右ハイービームヘッドランプ

13 15A ホーン

14 10A ウィンドウウォッシャーポンプ

15 30A 酸素センサー，排気ガス再循環ソレノイドバルブ，イグニッションコイル，インジェクター電源

16 40A エアポンプ（オートマチックトランスミッション車）

17 30A フロントワイパー

18 40A エアコンブロア

＊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。



油脂類，推奨交換時期 6-13
●推奨油脂類

エンジンオイル：

PEUGEOT GENUINE MOTOR OIL

（10W-40）

ブレーキフルード：

PEUGEOT DOT 4

クーラント：

PEUGEOT GENUINE COOLANT

PROCOR TM108

GLYSANTIN G33

REVKOGEL 2000

パワーステアリングフルード：

FLUID DA PR.9730.A1

●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，アルコール含有燃料等を使用しますと，エンジンや触媒装置など

に悪影響を与えますので，絶対に使用しないでください。

２年または 60,000km ごと

2 年又は 40,000km ごと

2 年又は 40,000km ごと

プジョーディーラーにご相談ください

1 年または 20,000km ごと

1 年または 20,000km ごと

3 年または 40,000km ごと

307

トランスミッションタイプ オートマチック車/マニュアルトランスミッション車

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

ブレーキ液

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



バッテリー 6-14
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。
●エンジン回転中にバッテリー端子を外さないでください。
●バッテリー端子を接続したまま充電しないでください。
●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。
●バッテリーの接続を外した後は，エンジンをかける前にイグニッションをオンにして 1 分間ほど待ち，電装品の初期化
を完了させてください。

●エコノミーモード
エンジン停止後は，アクセサリーポジショ

ンでワイパーやパワーウィンドウ，ルーム

ランプ，ラジオ＊等の電装品を約 30 分間

使用することができます。

30 分を経過すると，バッテリー上がりを

防止するため自動的に「エコノミーモード」

となって電装品への電源供給がカットされ

ます。

エコノミーモードになったときは，マルチ

フ ァ ン ク シ ョ ン デ ィ ス プ レ イ に

「Economy mode active」（エコノミーモ

ード実行中）が表示されます。

引き続いて電装品を使用するときは，一度

エンジンを始動してください。

エンジンを始動するとただちにエコノミー

モードが解除されます。

＊仕様により異なります
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触媒コンバーター，保安炎筒 7-1
●触媒コンバーター

日本仕様の 307 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。

●長時間のエンジンのからぶかしはしないでください。コンバーターが過
熱して発火，火災に至ることがあります。

●保安炎筒
運転席側のドアポケット内に備えつけてあ

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 7-2
●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開口部に表示され

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 7-3
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仕様のタイヤをご使用

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 7-4
●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，スノーネット
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やネットを用意してお

ります。

取り付けには安全な場所を選び，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 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，シフ

トレバーを P（MT 車では 1 速かバ

ック）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。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，サイズが合っていても装着できないもの
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 7-5
●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 307 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 7-6
●リサイクルへの取り組み

プジョー 307 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 10%以下にすぎず，残

りの 90%以上は何らかの形でリサイクル

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。

とく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，お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。

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。

注意

●洗車の際，車体下回りや足まわりを洗うと
きは車体パネルや機構部品などで手をけがし
ないようにご注意ください。

●内装の清掃に，シンナーやガソリンなどの
有機溶剤を使用しないでください。内装材が
変形したり，変質するおそれがあります。
特にシートベルトには，有機溶剤や漂白剤，
染料などを使用しないでください。ベルトの
本来の性能が得られなくなります。

●洗車や室内清掃時には，車内に水を掛けな
いようご注意ください。配線やコネクター類
に水がかかると，エアバッグが誤動作したり
装置の故障や火災の原因となることがありま
す。





第 8 章　データ

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

外形寸法.....................................................................................2

テクニカルデータ.................................................................3-4



識別表示 8-1

A認証プレート
エンジンルーム内にメーカーの認証プレートが取り付けられています。

1 ： EU 認証番号 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（エンジンルーム内）

C車台番号
フロントガラス下部で車の製造番号が打刻・表示

されているのが読みとれます。

Dタイヤ仕様、車体塗色コードラベル
運転席ドア端部＊やヒンジ部分＊にタイヤサイ

ズ、適正空気圧、車体色などを記載したラベルが

貼り付けられています。

＊モデルにより取り付け位置が異なります。



外形寸法 8-2
●　307 3 ドア，5 ドア ＊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。

890 mm 710 mm

1
,5
3
0
 m
m

2,610 mm

4,210 mm

1,495/1,505 mm

1,760 mm

1,500/1,510 mm



モデル プジョー 307

ドア ５ドア ３ドア

タイプ Style XT XS XSi XSi

トランスミッション 5 速 MT 4 速 AT 5 速 MT 4 速 AT 5 速 MT 4 速 AT 5 速 MT 4 速 AT 5 速 MT

エンジン型式 NFU RFN

内径×ストローク（㎜） 78.5 × 82.0 85.0 × 88.0

総排気量（cc） 1,587 1,997

圧縮比 11.0

燃料供給装置 電子制御燃料噴射式

最高出力（kw/rpm） 80/5,800 100/6,000

最大トルク（Nm/rpm） 147/4,000 190/4,100

アイドル回転数（rpm） 750 +150/-50 700 ± 100

オイル（リットル） 3.0 4.25

冷却水容量（リットル） MT:6.2 AT:10.2 MT ： 7.8 AT ： 10.8

オイル容量（リットル） MT ： 1.9 AT ： 6.0

クラッチペダルの遊び 10 ～ 20 ㎜（MT 車のみ）

クラッチペダルの床との隙間 床板とのすき間 25 ㎜以上（MT 車のみ）

ハンドルの遊び 直進状態にてホイール外周で 0 ～ 10 ㎜

燃料タンク容量（リットル） 60

燃料オクタン価 95 オクタン（リサーチ法）以上

テクニカルデータ 8-3



テクニカルデータ 8-4

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

モデル プジョー 307

タイプ Style XT XS XSi XSi

トランスミッション 5 速 MT 4 速 AT 5 速 MT 4 速 AT 5 速 MT 4 速 AT 5 速 MT 4 速 AT 5 速 MT

主ブレーキ型式　 前：ベンチレーテッドディスク 後：ディスク

ブレーキペダルの遊び 5 ～ 20 ㎜

ブレーキペダルの床との隙間 踏力 40kg で踏み込み時床板とのすき間 50 ㎜以上

ブレーキの効き具合　左右差 検査時前軸重の 8%以下

ブレーキの効き具合　総和 検査時車両重量の 50%以上

駐車ブレーキレバーの引きしろ 操作力 20kg のとき引きしろ 3 ～ 6 ノッチ

駐車ブレーキレバーのストローク 10 ノッチ

駐車ブレーキの制動力 検査時車両重量の 20%以上

駐車ブレーキの操作力 50kg 以下

ライニング及びパッドの標準厚さ 前： 11 ㎜　後： 6 ㎜

ライニング及びパッドの使用限度 前： 2 ㎜　後： 2 ㎜

ディスクの標準厚さ 前： 26 ㎜　後： 9 ㎜

ディスクの使用限度 前： 24 ㎜　後： 7 ㎜

タイヤサイズ，空気圧（bar） 車体のタイヤ識別ラベルを参照

ホイールサイズ 6.0 J 15 6.5J 16 6.5J 17

タイヤ溝の深さ 残溝 1.6 ㎜まで

ホイールボルトの締め付けトルク 8.5 kg-m



マルチファンクションディスプレイの主なメッセージ一覧

表　　示 意　　味 対　　応

Air bag(s) faulty エアバッグ故障 フロントエアバッグシステムに異常があります。

ABS system faulty（または problem） ABS システム故障 プジョーディーラーで点検を受けてください。

Anti-theft device faulty イモビライザー故障 プジョーディーラーで点検を受けてください。

Automatic gearbox faulty AT 故障 プジョーディーラーで点検を受けてください。

Automatic lighting active オートライト作動中

Automatic lighting faulty オートライト故障 システムの照度センサーに異常があります。
プジョーディーラーで点検を受けてください。

Automatic windscreen wiping active オートワイパー作動中

Automatic windscreen wiping faulty オートワイパー故障 間欠作動に切り替わります。
プジョーディーラーで点検を受けてください。

Brake system faulty または ブレーキシステム故障 システムの機能に異常があります。ただちに停車
Braking fault してプジョーディーラーに連絡してください。

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

Door open ドアオープン ドアが完全に閉まっていません。

Engine emission control system problem 排ガス制御システム異常 システムに異常があります。

Catalytic converter faulty 排ガス制御システム故障 点火系統または燃料噴射系統の故障です。
または 走行を続けると触媒装置が損傷する場合があります。
Engine emission control system not functioning プジョーディーラーで点検を受けてください。



マルチファンクションディスプレイの主なメッセージ一覧

Engine oil level low 油量不足 直ちにエンジンを止め，オイル量を点検し，必要な
または ら補給してください。
Top up engine oil プジョーディーラーで点検を受けて下さい。

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

Fuel Level low 残燃料少ない ガソリンを補給してください。

handbrake on ハンドブレーキ使用中 ブレーキがかかったままか，完全に解除されていま
せん。

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

Low brake fluid level ブレーキ液量不足 ブレーキ液が不足しています。

Oil pressure low 油圧が低い エンジンオイルが不足しています。

Passenger air bag disarmed 助手席エアバッグ作動解除 助手席エアバッグは作動しません。

Remote control battery low リモコン電池消耗 電池を交換してください。

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





SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 304 606 400 Euros
75, avenue de la Grande-Armée - PARIS (16e)

Postal address
B.P. 01 - 75761 PARIS CEDEX 16

Tél. 01.40.66.55.11 - Télex 610700 PEUGSIEG PARIS
R.C.S. Paris B 552 144 503 - N° SIRET 55214450300018 - N° APE 3111

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

装備の解説は，このモデルの最上級仕様に基づいてなされています。

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

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

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

編集発行　

2003/01

プジョー・ジャポン株式会社
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