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はじめに

ごあいさつ

このたびはプジョー307をお買い上げ
いただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、プジョー307の取
り扱いについて記載してあります。
ご使用になる前に本書をよくお読みにな
り、ご理解を深めるようお願い申し上げ
ます。
本書は車内に保管し、いつでも読み返す
ことができるようにしてください。
車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
もとに作成しております。
 また、車両の改良のために予告なく仕
様が変更されることがあります。
 したがって、本書に掲載されている写
真、イラスト、仕様などの記載内容が
実際の車両と異なることがありますの
で、あらかじめご了承ください。
・本書は、紙面の都合上、右ハンドル車
を例にとって説明しています。左ハン
ドル車では、イラストや写真が実際の
車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、
個々の装備の装着の有無を保証するも
のではありません。
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重要安全情報

この取扱説明書には、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、車両を取り扱う上での危険性や注意点などについても説
明されており、それに伴う事故を避けるためのアドバイスも含
まれています。これらの警告や注意を守らない場合には、死亡
を含む人的な傷害や車両の破損などにつながる可能性があり
ます。
危険に関する警告や注意は、次の3種類に分けて車体各部に貼
り付けた警告ラベル及び本書の中に表示されています。

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。

取り扱い上で、重要な点や注意点、アドバイスなどを示して
います。

車をご使用いただく前に

●消耗品、アクセサリーについて
プジョー307に使用する消耗品やアクセサリー類は、プジョー
の純正部品をご使用ください。市販されている汎用の消耗品
やアクセサリー類のなかには、車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ことが
あります。プジョー車本来の安全性や耐久性を損わないために
も、純正の部品やアクセサリー類のご使用をお勧めします。

●改造について
プジョー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ので、むやみ
な改造を行わないでください。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。
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。
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環境・リサイクルへの取り組み

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

●リサイクルへの取り組み
プジョーでは、自動車リサイクル法が制定される以前から環境
保護を行うためのリサイクルに関して対応してきております。
プジョー307は、リサイクル可能な素材を車体の多くの部分や
部品に採用しています。
車両の総重量のうち、90%は何らかの形でリサイクルするこ
とが可能です。
全てのプラスチック部品には、素材を表す記号がつけられてお
り、簡単に取りはずしや分解ができるように考慮されています。
そのほとんどは熱可塑型を使用していますので、熔解したり粉
砕して別の自動車部品として蘇らせることができます。
金属部品も同様に、100%の再利用が可能です。この中には
アルミニウムを始め、プラチナやロジウムといった貴重な金属
も含まれます。
なお、アスベストやカドミウムといった有害物質は、設計の段
階から使用を除はずしています。

●環境への配慮
プジョーディーラーでの定期点検整備をきちんと行うことは、
環境保護と公害発散の防止につながります。
プジョーディーラーでは、交換済みのオイルや油脂類、損耗部
品などを正しく処理することによって環境保護のために貢献し
ています。
特にエアコンに使用されている冷媒ガス（フロン：HFC134a）
は、地球温暖化につながるため大気に放出してはなりません。
回収や破壊などの適正な処置をとるためにも、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。
環境保護は、たとえキーレスエントリーのリモコンの電池1個
であっても、お客様のご協力によって実践することができます。
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307操作・使用方法早わかり

①：オーディオリモコン*
②：ステアリングロック、イグニッション
キー

③：ワイパーコントロールレバー、トリッ
プコンピューター

④：メーターパネル
⑤：ホーン、運転席エアバッグ
⑥：シフトレバー*
⑦：パーキングブレーキ
⑧：パワーウィンドウ、電動ミラースイッ
チ、リアウィンドウ用スイッチキャン
セルボタン

⑨：ヘッドランプ光軸調整*
⑩：ダッシュボード吹き出し口
⑪：サイドウィンドウ吹き出し口
⑫：高音用スピーカー
⑬：フロントウィンドウ吹き出し口

*仕様により異なります。

本書のイラストは日本仕様ではないた
め、実車と異なることがあります。
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①：チルトステアリングレバー
②：クルーズコントロール／スピードリ
ミッター*

③：ライトコントロールスイッチ
④：アラームボタン*、集中ドアロックス
イッチ

⑤：マルチファンクションディスプレイ*
⑥：助手席エアバッグ
⑦：グローブボックス、ヒューズボックス
⑧：ボンネット解除レバー
⑨：電源ソケット（12V）
⑩：前席灰皿
⑪：空調コントロールパネル
⑫：カーステレオ*
⑬：カーステレオ*
⑭：ダッシュボード中央吹き出し口

*仕様により異なります。

本書のイラストは日本仕様ではないた
め、実車と異なることがあります。
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キー、リモコン（→P.2-2）

鍵
ボタンAを押すと、鍵が出ます。鍵は折
りたたむことができます。

ドアの解錠
ボタンCを押します。

ドアの施錠
ボタンBを押します。

トランクの解錠
ボタンDを押します。

*仕様により異なります。

●ライトスイッチ（→P.4-8）

ライトスイッチ（リングＡ）

すべてのライトが消灯しま
す。

ポジションランプ及び
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。

リアフォグランプ（リングＢ）*
リングBを前方へ回すと点灯し、手前に
回すと消灯します。

リアフォグランプ点灯／
消灯（1度回す）
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フロント／リアフォグランプ（リングC）*
リングCを前方へ回すと点灯し、手前に
回すと消灯します。

フロントフォグランプ点灯
／消灯（1度回す）

フロント及びリアフォグラ
ンプ点灯／消灯（ 2度同
じ方向へ回す）

*仕様により異なります。

●フロントワイパー（→P.4-12）

２　高速作動
１　通常作動
Ⅰ　間欠作動
０　停止
AUTO　AUTO（自動作動）*
↓　1回作動（下側に押す）
＞　ウォッシャー（手前に引く）

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。
イグニッションスイッチをオフにして1分
以上経過すると、オートワイパーは解除
されます。
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●電動ドアミラー（→P.5-14）

ドアミラーの調整
1．スイッチ⑦を、調整するドアミラー
側に動かします。

2．スイッチ⑧で角度を調整します。

ドアミラーの格納
スイッチ⑦を中央にして後方へ引きま
す。

●チルトステアリング（→P.3-6）

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できます。
この調整は、必ず停車中に行ってくださ
い。

●パワーウィンドウ

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：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：リアウィンドウ用スイッチキャンセル
ボタン

⑥：オールウィンドウ開閉スイッチ
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●フロントシート（→P.1-2）
①シートの前後調整
②フロントシートの高さ調節
③背もたれの角度調節
④リアシートへの乗り降り
⑤ヘッドレストの角度と高さ調整
ヘッドレストを手で直接動かして角度
と高さを調整します。

ヘッドレストをはずしたまま走行しな
いでください。
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●トランク（→P.2-11）

トランクの開け方

リモコンキーのボタンDを押すと、トラ
ンクが解錠されて少し開きます。
または、あらかじめドアロックを解除して
から、トランクリッドのバッジの0（ゼロ）
の中央Eを押してください。

●ボンネット（→P.2-9）

ダッシュボード左下にあるレバーを押し
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
げてから持ち上げます。

●給油（→P.2-13）

1．給油口のフラップを開きます。
2．キーをキャップのキー穴に差し込み、
左（反時計方向）に回します。

3．はずしたキャップは、フラップ内側
に掛けておきます。

給油は、エンジンを停止して行います。
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①運転席の温度設定ツマミ
ツマミを回して希望の温度に
合わせます。

③オート設定ボタン
吹き出し口や風量を、一定の
温度になるようにコントロー
ルします。

④視界確保モードボタン
フロントウィンドウの曇りを取
り除きます。

⑤エアコンON／OFFスイッチ

⑥室内送風切換えボタン
吹き出し口が切り替わります。

⑦風量調整ボタン／空調オフ
上下のボタンを押すと、風量
の調整ができます。
最小にすると空調がオフにな
ります。

⑧内／外気切換えボタン
外気が車内に入らなくなりま
す。

⑨リアウィンドウ熱線スイッチ
リアウィンドウとミラーの曇り
を取ります。

②助手席の温度設定ツマミ
ツマミを回して希望の温度に
合わせます。

●空調装置（→P.5-4）
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●オーディオリモコン*

音量の調整：
①を押すと、音量が大きくなります。
②を押すと、音量が小さくなります。
①と②を同時に押すと、一時的に音量をオ
フにします。再度押すと元の音量に戻ります。
選局／選曲：
③ラジオモード：高い周波数を選択
CDモード：次の曲を選択
④ラジオモード：低い周波数を選択
CDモード：前の曲を選択
ソースの切替：
⑤ソースの切替を行います。
選局／CD選択
⑥ラジオモード：次のプリセット局を選択
CDチェンジャーモード：次のCDを選択
⑦ラジオモード：前のプリセット局を選択
CDチェンジャーモード：前のCDを選択

●カーステレオ操作パネル*

ボタンA
電源のオン・オフおよび音量の調整

ボタンB
CDの取り出し

ボタン1
MODE：ディスプレイモードの選択
DARK：表示のオン・オフ

ボタン2
SOURCE：ラジオ、CD、CDチェンジャー
の切替
BAND AST：AM、FMの切替
♪：音質・バランスなどの調整
LIST REFRESH：放送局やCDのトラッ
ク一覧表示

ボタン3
ラジオモード：放送局の記憶および選択
CDチェンジャーモード：チェンジャー内
のCD選択

ボタン4
ESC（Escape）：操作の取り消し
MENU：メニュー表示

ボタン5
選択／決定ボタン

ボタンC
使用しません

*仕様により異なります。
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●スピードリミッター*
　（→P.3-12）

①メインスイッチ
②速度減少
③速度増加
④システムのオン・オフ

エンジン運転時に設定してください。

●クルーズコントロール*
　（→P.3-10）

①メインスイッチ
②走行速度の設定／設定速度の減少
③走行速度の設定／設定速度の増加
④システムのオン・オフ

速度の設定およびシステムの作動は、4
速（MT車）、2速（ AT車）以上で、時
速40km以上の時に可能です。

●メータパネルのディスプレイ*
　（→P.3-10）

クルーズコントロールとスピードリミッ
ターの機能はメーターパネルのディスプ
レイに表示されます。
ボタンを押すと、オドメーター表示に切
り替えることができます。再度押すと、
クルーズコントロール/スピードリミッ
ター表示に戻ります。

*仕様により異なります。
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安　全　な　ド　ラ　イ　ブ　に　つ　い　て

あなたの安全のために

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

　点検整備のお願い

点検整備を必ず実施してください

・車を安全に使用していただくため、お客様の責任において日常
点検と法定定期点検の実施が法律で義務づけられています。
 点検内容については、別冊の「メンテナンスノート」をお読み
ください。
・日常点検を行い異常があるときは、プジョーディーラーで点検
を受けてください。

　走行する前の注意

燃えやすいものは積まないでください

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

運転席足元・運転席下にはものを置かないでください

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

荷物は確実に固定してください

・助手席や後席に荷物を積むと、急ブレーキのときなど荷物が放
り出されて乗員に当たり、思わぬケガをするおそれがあります。
荷物はできるだけトランクに積み、アクセサリー品（オプション）
のネットやベルトを使用して固定してください。
・荷物の積み重ねによる後方視界の妨げがないようにしてくださ
い。

ダッシュボードなどにものを取り付けたり、置かないでください

・ダッシュボードなどにものを置いたまま運転すると、視界の妨
げや移動して安全運転の妨げになり、思わぬ事故につながるお
それがあります。
・また、アクセサリー品を取り付けたり、シールを貼り付けると、
エアバッグ作動の妨げやエアバッグ作動時にアクセサリー品が
飛ばされて、思わぬケガや事故につながるおそれがあります。

ii



安　全　な　ド　ラ　イ　ブ　に　つ　い　て

　燃料補給時の注意

指定以外の燃料を使用しないでください

・燃料は無鉛プレミアム（無鉛ハイオク）ガソリンを給油してくだ
さい。
・有鉛ガソリンや粗悪なガソリン、指定以外の燃料（軽油、高濃
度アルコール含有燃料など）を給油すると、エンジンなどに悪
影響を与えますので使用しないでください。

燃料補給時には次のことをお守りください

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

1．エンジンは必ず止めて、ドアやウィンドウを閉めます。
 タバコなどの火気は近付けないでください。
2．フュエルリッド、フュエルキャップを開けるなどの給油作業
を行う前に、車体や給油機などの金属部分に触れて身体の静
電気を除去してください。

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

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

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

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

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

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

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

8．その他、ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を守っ
てください。

　走行するときの注意

走行中はエンジンを止めたり、キーを抜いたりしないでくだ
さい

・走行中にエンジンを止めると、ブレーキ倍力装置やパワーステ
アリングが働きません。そのためにブレーキの効きが悪くなり、
ハンドル操作も重くなるために思わぬ事故につながるおそれが
あります。
・走行中にキーを抜くと、ハンドルがロックされてハンドル操作
ができなくなります。非常に危険なので、絶対に行わないでく
ださい。
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安　全　な　ド　ラ　イ　ブ　に　つ　い　て

長い下り坂ではエンジンブレーキ*を併用してください

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

* エンジンブレーキ

走行中にアクセルペダルから足を離したときにかかるブレーキ

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

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

運転中にハンズフリー以外の自動車電話や携帯電話を使用
しないでください

・ハンズフリー以外の自動車電話や携帯電話を、運転中に操作
することは法律で禁止されています。
・ハンズフリーであっても注意力が散漫になり、事故の原因につ
ながるおそれがありますので、車を安全な場所に停車して使用
することをお勧めします。

カーナビゲーションシステム等の操作は停車時に行ってください

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

iv



安　全　な　ド　ラ　イ　ブ　に　つ　い　て

雨天の走行は次のことに注意してください

・濡れた路面では、タイヤのグリップが低下して滑りやすくなり
ます。通常より注意して安全運転に心がけ、急加速、急ブレーキ、
急激なエンジンブレーキ、急ハンドルを避けてください。
・わだちなどにできた水たまりに高速で進入すると、ハイドロプ
レーニング現象*を起こしてハンドル操作やブレーキが効かなく
なります。特に磨耗したタイヤは、ハイドロプレーニング現象
が起きやすいので注意してください。

* ハイドロプレーニング現象

水たまりを高速で走行しているときに、タイヤと路面の間に水の膜

ができ、タイヤが浮いた状態になり、車両がコントロールできなくな

る現象。

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

冠水した道路の走行は避けてください

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

霧で見えにくいときはフォグランプを併用してください

・霧で視界が悪いときは、昼間でもヘッドライト（下向き）とフォ
グランプを点灯して、周囲の車両や歩行者に車の存在を知らせ
てください。走行は、センターライン、ガードレール、前の車
のテールランプを目安にして十分な車間距離をとってください。
・オートライトシステム装着車*は、周囲が明るい昼間はヘッドラ
イトが点灯しません。手動で点灯してください。

* 仕様により、オートライトシステムが装着されていない車種もあります。
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安　全　な　ド　ラ　イ　ブ　に　つ　い　て

雪が降っているときの滑りやすい路面に注意してください

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

横風が強いときに走行が乱れないように注意してください

・横風を受け、車が横に流されるようなときは、ハンドルをしっ
かり握り、速度を徐々に下げてください。
・特にトンネルの出口、橋や土手の上、大型車の追い越しや追い
越されたときなどには、横風の影響を受けやすいので注意して
ください。

高速道路に入る前には燃料などの確認をしてください

・燃料は十分に給油してあるかを確認してください。
・タイヤの空気圧を確認してください。空気圧不足で高速走行す
ると、タイヤがバースト（破裂）するおそれがあります。
・万一のために、停止表示板（停止表示灯）を車に用意しておい
てください。（法律で義務づけられています。）

段差ではフロントスポイラーのこすれに注意してください

・段差のある場所は、速度を落としてゆっくりと進んでください。
路面の状態によっては、フロントスポイラーがこすれることが
あります。
・フロント側から進入すると車止めにこすれたり当たることがあ
りますので注意してください。

vi



安　全　な　ド　ラ　イ　ブ　に　つ　い　て

車を後退させるときは周囲に注意してください

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

　お子さまを乗せるときの注意

お子さまは後席に座らせてください

・お子さまを助手席に乗せないでください。走行中にお子さまの
動作が気になったり、運転装置のいたずらなど事故につながる
おそれがあります。
・また、万一の事故などで助手席のSRSエアバッグが作動したと
きに、ケガをするおそれがあります。

お子さまにもシートベルトを着用させてください

・お子さまにも必ずシートベルトを着用させてください。お子さ
まを膝の上に抱いての乗車は、絶対にしないでください。急ブ
レーキをかけたときや衝突したときにお子さまを支えることが
できず、ケガをするおそれがあります。
 シートベルトが首や顔に当たったり、腰骨にかからないなどで
正しく着用できない小さなお子さまには、ベビーシートやチャ
イルドシートを使用してください。
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チャイルドシートは後席に正しく取り付けてください

・チャイルドシートの使用は6歳未満の子供に法律で義務付けら
れています。6歳以上のお子さまでもシートベルトが正しく着
用できないときは、チャイルドシートを使用してください。
 お子さまの安全のため、短時間の走行でも身体に合ったプ
ジョー純正品のベビーシートやチャイルドシートを使用してくだ
さい。
・取付方法は、シートに付属している取扱説明書に従って後席に
正しく取り付けてください。乳幼児用のベビーシートは進行方
向に対して後ろ向きに、チャイルドシートは前向きに取り付けて
ください。
・やむを得ず助手席にチャイルドシートを取り付けるときは、助
手席の位置を最後部に移動して前向きに取り付けてください。
ベビーシートタイプで後ろ向きに装着するときは、助手席エア
バッグキャンセルスイッチを「OFF」にしてください。助手席エ
アバッグが作動したときの衝撃でケガをするおそれがあります。
キャンセルスイッチがない車両では、進行方向に対して後ろ向
きに装着しないでください。
・プジョー純正のベビーシート、チャイルドシートの詳細につい
ては、プジョーディーラーにお問い合わせください。

ドア、窓、電動ルーフなどの開閉は大人が操作してください

・ドアやウィンドウ、電動ルーフなどの開閉は、お子さまに操作
させないでください。開閉時に手や首、足などをはさみ、思わ
ぬケガをするおそれがあります。また、同乗者が操作するとき
も十分に注意してください。
・後席にいるお子さまが操作できないように、ウィンドウのキャ
ンセルスイッチや車内からドアが開けられないチャイルドロッ
クを必ず使用してください。

窓やサンルーフから手や顔を出さないでください

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

シートの可動部分に気をつけてください

・お子さまが、リアシートやフロントシートの隙間に手を入れた
り、可動部分に触れたりして思わぬケガにつながるおそれがあ
ります。同乗者の方が十分に注意をしてください。
・走行中は必ずベビーシートやチャイルドシートに座らせるか、
シートベルトをさせてください。
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お子さまだけを車内に残さないでください

・車から離れるときは、エンジンを止め、キーを抜いて必ずお子
さまも一緒に降ろしてください。
・お子さまのいたずらにより、車の発進、火災などの思わぬ事故
につながるおそれがあります。
・炎天下の車内は50℃以上の高温になり、脱水症状、熱射病な
どの生命の危険に係わるおそれがあります。

　駐停車するときの注意

燃えやすいものや植え込みに注意してください

・紙や枯草、木材などの燃えやすいものの上や近くには駐停車し
ないでください。特に走行後の排気管や排気ガスは高温になる
ため引火するおそれがあります。
・車両後方に燃えやすいものや植え込みがあるときは、車両後
端から十分に距離を取って駐車してください。すき間が少ない
と、排気ガスによる変色や着火、生育への悪影響につながるお
それがありますので、車の向きも配慮してください。

ix
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車から離れるときはエンジンを止め、施錠してください

・シフトレバーをP（パーキング：オートマチック車）または1速（マ
ニュアルトランスミッション車）にし、パーキングブレーキを十
分に引き、エンジンを止めてドアを施錠してください。無人で
車が動き出して、思わぬ事故につながるおそれがあります。坂
道では、さらにタイヤに輪止めをしてください。
 貴重品を車内に残さないでください。施錠しても盗難につなが
るおそれがあります。
・お子さまや介護の必要な方だけを車内に残さないでください。
車の発進や車内の高温／低温による思わぬ傷害などが発生す
るおそれがあります。

炎天下での駐車・ライター、スプレー缶、炭酸飲料などを車
内に放置しないでください

・車体やシート、ステアリングなどが高温となり、やけどをする
おそれがあります。駐車後に乗車されるときは注意してくださ
い。
・車内にお子さまやペットなどを乗せたまま車から離れることは、
絶対におやめください。車内の温度が50℃を超えることもあ
り、大変危険な状態になります。
・ライターやスプレー缶、炭酸飲料などは、自然発火や破裂を起
こすおそれがあります。車内に放置しないでください。
・ガスライターを床やシートのすき間に落としたままにすると、
シートを動かしたときに着火して火災につながるおそれがあり
ます。

仮眠するときは必ずエンジンを止めてください

・無意識にシフトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込
んだりして車が発進するおそれがあります
・エンジンや排気管の異常過熱に火災が発生するなどの思わぬ
事故につながるおそれがあります。
・車内で仮眠するときは、エンジンを止め、助手席または後席で
してください。
・排気管が損傷していたり、風向きや風通しの悪い場所では、排
気ガスが車内に侵入し一酸化炭素中毒になるおそれがありま
す。
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　走行中に異常を感じたとき

警告灯が点灯・点滅したときは、直ちに停車して適切な処置
をしてください

・走行中に警告灯が点灯や点滅したときは、直ちに安全な場所に
停車し、適切な処置をしてください。（「第4章　メーター・ライト・
ワイパー装置の使いかた」を参照）そのまま走行すると故障の
原因になるだけでなく、重大な事故につながるおそれがありま
す。
・走行中は車の状態に気を配り、いつもと異なる音や臭い、振
動などを感じたときは、直ちにプジョーディーラーで点検を受
けてください。

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

・走行中、タイヤに異常があったときは、あわてずにハンドルを
しっかり握り、徐々に速度を下げて安全な場所に停車してくだ
さい。
 急ブレーキや急ハンドルは、車両のコントロールができなくな
るおそれがあります。

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

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

換気が悪い車庫や屋内ではエンジンをかけたままにしないで
ください

・車庫や屋内などの換気が悪い場所では、排気ガスが充満しや
すいのでエンジンをかけたままにしないでください。排気ガス
には無色無臭の有害な一酸化炭素が含まれており、吸い込むと
中毒になるおそれがあります。
・排気管に腐食などによる穴や亀裂がないかをときどき点検して
ください。走行中に排気ガスが車内に侵入するおそれがありま
す。

車内で排気ガスの臭いがしたら次のことをしてください

・直ちにすべてのウィンドウを全開にする。
・エアコンの内外気の切り替えを外気にして風量を最大にする。
・すみやかにプジョーディーラーで点検を受けてください。
 放置すると、排気ガスによる一酸化中毒になり重大な傷害にお
よぶか死亡につながるおそれがあります。
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安　全　装　置　に　つ　い　て

　シート位置についての注意

正しい運転（乗車）姿勢がとれるシート位置に設定してくだ
さい

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

走行中は背もたれを倒しすぎないようにしてください

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

　シートベルトについての注意

シートベルトは正しく着用してください

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

* プリテンショナー

前方からの強い衝撃を受けたときに、瞬間的にシートベルトを引き

込み身体を固定して乗員保護装置の効果を高める装置。

** フォースリミッター

シートベルトに一定以上の衝撃を受けたときに、身体にかかる衝撃

を減少させる装置。

妊娠中の方や疾患のある方も必ずシートベルトを正しく着用
してください

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

損傷のあるシートベルトは直ちに交換してください

・損傷したシートベルトを使用すると、衝突したときなどに十分
な効果を発揮できず、重大な傷害を受けるおそれがあります。
 シートベルトやプレートを、シートやドアに挟まないでくださ
い。傷が付くおそれがあります。
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　SRSエアバッグについての注意

・SRSエアバッグシステムは（SRS＝Supplemental Restraint 
System）補助拘束の事です。
・SRSエアバッグは、センサーが一定以上の衝撃を感知したとき
にのみ作動します。衝突などで車両が大きく変形しても、衝撃
吸収ボディ構造により衝撃が段階的に吸収されたときは、SRS
エアバッグが作動しないことがあります。

フロントエアバッグの効果は正しい姿勢とシートベルトとで
発揮します

・SRSエアバッグシステムはシートベルトを補助するシステムで、
シートベルトに代わるものではありません。このシステムはシー
トベルトを必ず着用してください。
・シートに正しく座りシートベルトを正しく着用していないと、
衝突などで身体が前方に放り出されたときにSRSエアバッグシ
ステムがふくらみ、強い衝撃を受け重大な傷害につながるおそ
れがあります。

フロントエアバッグは車両前方からの衝撃を緩和します

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

フロントエアバッグの保護性能が発揮されるために次の点に
注意してください

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

エアバッグの近くにものを置いたり、ステッカーなどを貼り
付けないでください

・ステアリングを交換したり、ステアリングのパット部にステッ
カーなどを貼り付けないでください。
・助手席側エアバッグの周辺（ダッシュボード）にカー用品や芳
香剤を置いたり、傘などを立てかけないでください。
・エアバッグが正常に作動しなかったり、エアバッグがふくらんだ
ときに飛ばされて、ケガをするおそれがあります。
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xv

　SRSサイドエアバッグについての注意

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

サイドエアバッグは車両側面からの衝撃を緩和します

・サイドエアバッグは、シート側面のドア側やドアのアームレスト
に収納されています。
・シートの側面周囲には、ものを置かないでください。
・シートにシートカバーや上着をかけたり、ベルトを巻きつけな
いでください。

ドアやウィンドウにもたれかからないでください

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

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

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

　ABSとESP／ASRについての注意

ABS（アンチロックブレーキシステム）を過信しないで
ください

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

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

ESP／ASR（スタビリティコントロール／アンチスキッド
システム）を過信しないでください

・ESPシステムは、滑りやすい道路での旋回時などに、車両の動
きと運転者が意図するコースとに著しい差が発生したとき、自
動的にブレーキやエンジンの出力を制御して車両の走行安定性
を確保しようとするシステムです。
・ASRは滑りやすい道路での発進や急加速時に生じる空転を防
ぎ、車両の走行安定性を向上させようとするシステムです。
・ESP／ASRが作動した状態でも、車両の走行安定性には限界
があります。ESP／ASRを過信せずに速度を下げて、車間距離
を十分にとって安全運転を心がけてください。
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　オートマチック車についての注意

クリープ現象に注意してください

・クリープ現象とは、エンジンがかかっているときにシフトレバー
を「P」または「N」以外にすると、アクセルペダルを踏まな
くても車が動き出すことです。
・停車中はブレーキペダルをしっかりと踏んでください。思わぬ
事故につながるおそれがあります。
・特にエンジンの始動直後やエアコン作動時のエンジン回転が
上っているときは、ブレーキペダルをしっかりと踏んでくださ
い。

ブレーキとアクセルのペダル位置に注意してください

・ペダルの踏み違いは、思わぬ事故につながります。エンジンを
かける前にペダルの位置を確認してください。
・また、アクセルペダルとブレーキペダルは右足で操作してくだ
さい。

発進前／停車後のシフトレバーの操作はブレーキを踏んで
ください

・エンジンをかけるときはシフトレバーが「P」にあることを確
認し、ブレーキペダルをしっかり踏み込んでください。
・シフトレバーの操作は、エンジン始動直後やエアコン作動時な
どはクリープ現象が強くなるので、特にしっかりとブレーキペ
ダルを踏んで行ってください。
・発進時のシフトレバーの操作は、ブレーキペダルをしっかり踏
み込んで行ってください。急発進して、思わぬ事故につながる
おそれがあります。

アクセルペダルはゆっくり踏んでください

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

走行中はギアを「 N」に入れないでください

・走行中にシフトレバーを「N」にすると、エンジンブレーキが
効かなくなり思わぬ事故につながるおそれがあります。
・オートマチックトランスミッション内のオイルの潤滑が悪くなり、
故障するおそれがあります。
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追い越しにはキックダウンを利用してください

・「D」または「2速以上（マニュアルシフトポジション） 」で走
行中に、アクセルペダルをいっぱいに踏み込むと自動的に低速
ギアに切り替わり、急加速が得られます。
・滑りやすい路面や急カーブなどでは使用しないでください。タ
イヤがスリップして思わぬ事故につながるおそれがあります。

駐車はシフトレバーを「 P」に入れてください

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

　クルーズコントロールについての注意

クルーズコントロールを使用しないときはメインスイッチを
オフにしてください

誤ってクルーズコントロールを作動させると、思わぬ事故につな
がるおそれがあります。
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も　し　も　の　と　き

　オーバーヒートについての注意

オーバーヒートの症状について

・次のような症状が現れるとともに、メーターパネルの「STOP」
警告灯が点灯します。
・冷却水温度計の針がレッドゾーンに入ったり、エンジンの出
力が急に低下する。
・ボンネット（エンジンルーム）から蒸気が出てくる。

オーバーヒートの対応について

・ボンネットから蒸気が出ているときは、蒸気が出なくなるまで
ボンネットを開けないでください。エンジンルーム内が高温に
なっているため、やけどなどをするおそれがあります。
・冷却水温度が下がるまで、冷却水タンクのキャップを開けない
でください。蒸気や熱湯が噴き出して、やけどをするおそれが
あります。
・オーバーヒートを起こしたまま走行を続けると、エンジンなど
に重大な損傷を起こすおそれがあります。安全な場所に停車し、
プジョーディーラーにご連絡ください。

　故障したとき／事故が起きたときの注意

走行中に路上で故障したとき

・一般道では、車を路肩などの安全な場所へ移動させ、非常点
滅灯を点滅させます。必要に応じて、車両の後方に停止表示板
を置いてください。
・高速道路や自動車専用道路では、車を路肩などの安全な場所
へ移動させ、車内の乗員を安全な場所に避難させてください。
次に非常点滅灯を点滅させ、車両の後方に停止表示板を置いて
（法律で義務付けられています）ください。

路上で動けなくなったとき

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

踏切内で動けなくなったとき

・同乗者や付近の人に協力してもらい安全な場所まで押しても
らってください。車を移動するときは、イグニッションキーを2
番目の位置まで回し、シフトレバーを「N」にしてパーキングブ
レーキは解除します。
・車を移動できないときは、乗員を安全な場所へ避難させ、直
ちに踏切警報機に設置してある非常ボタンを押します。緊急を
要するときは、保安炎筒を使用して列車に車が踏切内に停車し
ていることを知らせます。
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も　し　も　の　と　き

事故が起きたとき

・事故が起きてしまったときは、あわてずに次の処置をとります。
1．続発事故を防ぐために、他の交通の妨げにならない安全な場
所へ車を移動し、エンジンを止めます。

2．負傷者がいるときは、救急車の出動を要請すると共に負傷者
に応急手当を行います。

 ただし、頭部を負傷しているときは動かさないようにします
が、続発事故のおそれがあるときは安全な場所へ避難させま
す。

3．警察に連絡します。
 事故が発生した場所、事故状況、負傷者の有無、負傷の程
度を報告し、指示を受けてください。

4．事故の相手があるときは、相手側の氏名や住所、電話番号、
自動車保険の番号などを確認してください。

5．車をご購入された販売店と保険会社に事故状況を連絡してく
ださい。
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そ　の　他

　盗難についての注意

キーは必ず携行してください

・車から離れるときは、必ずエンジンを停止し、キーを抜いて携
行してください。
・また、スペアキーを車内に置いたり、バンパーや車体の一部に
貼り付けておくことは、盗難のおそれがありますので絶対にお
やめください。

ドア、ウィンドウを確認してください

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

路上駐車は絶対におやめください

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

車内に現金や貴重品は絶対に置いたままにしないでください

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

　こんなことにもご注意を

車の改造は禁止されています

・車の改造やプジョー純正部品以外の使用は、車の性能が十分
に発揮できないだけでなく、思わぬ事故の原因につながるおそ
れがあります。また、保証の適用外になるだけでなく、故障の
原因になることがあります。
・電装品や無線機などの取り付け、取りはずしは、プジョーディー
ラーにご相談ください。
 取り付け、取りはずしが適切でないと、電子機器部品に悪影響
を及ぼすだけでなく、故障や火災などの思わぬ事故につながる
おそれがあります。
・ハンドルの取りはずしや交換は、絶対に行わないでください。
ハンドルにはSRSエアバッグが内蔵されていますので、正常に
作動しなかったり不意に作動して思わぬ事故になるおそれがあ
ります。
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そ　の　他

ウィンドウにアクセサリーを取り付けないでください

・ガラス面にアクセサリーなどを取り付けると、視界の妨げになっ
たり、走行中に飛んでケガをするなど思わぬ事故につながるお
それがあります。
・アクセサリーの吸盤がレンズの働きをして、火災を起こすこと
があり危険です。

夏季はバッテリーあがりが起きやすくなります

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

冬季はタイヤの滑り止めや解凍剤などをご用意ください

・冬季のトラブルを軽減するために、冬用タイヤチェーン／ネット
や解凍剤などの準備およびバッテリーの点検を行っておくこと
をお勧めします。詳しくはプジョーディーラーにご相談くださ
い。
・積雪や凍結した道路を走行するときは、安全のため冬用タイヤ
を装着してください。
 冬用タイヤに交換するときは、必ず指定サイズで同じメーカー
の同じ銘柄のものを4輪に装着してください。
・タイヤチェーン／ネットは、タイヤサイズに合ったものを前輪に
取り付けてください。
・タイヤチェーン／ネットの装着は、安全な場所に停車し、各取
扱説明書に従って確実に取り付けてください。
 装着後は100mくらい走行して、緩みや車体に当たっていない
かを再度確認してください。
・バッテリーは、気温が低くなると性能も低下します。バッテリー
液や比重、充電状態を点検してください。
・ウォッシャー液の凍結を防ぐために、夏季よりも混合割合を高
くしてください。

タバコの吸殻の火は消して灰皿へ入れてください

・タバコやマッチなどの火は、確実に消して灰皿へ入れてフタを
閉めてください。
・灰皿の中に吸殻を入れすぎたり、燃えやすいものを入れたりし
ないでください。思わぬ火災につながるおそれがあります。
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フロントシート

運転席のシート調整は、安全のため停
車中に行ってください。

●フロントシートの調整
①フロントシートの前後調整
レバーを引き上げたままシートを前後に
動かします。レバーを離すとその位置で
固定されます。

②フロントシートの高さ調整
希望の位置になるまで、レバーを上下に
動かして調整します。

③背もたれの角度調整
レバーを後方に押したまま背もたれの位
置を調整します。レバーを離すとその位
置で固定されます。

④リアシートへの乗り降り
レバーを前方に引くと背もたれが倒れて
シート全体が前にスライドします。背も
たれを引き起こすと元の位置に戻ります。

レバー③も代用できます。背もたれを戻
したときには、角度調整をしてください。
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●リアシートのヘッドレスト
リアシートのヘッドレストは固定されて
おり、角度や高さを調節することはでき
ません。リアシートのヘッドレストには、
車両横転時に後席乗員を保護するオート
マチックロールバーが組み込まれていま
す。

シートを元に戻すときは、身体の一部
や障害物が妨げにならないよう注意
し、正しい位置に固定してください。

⑤ヘッドレストの高さと角度調整
調整は、ヘッドレストの上端と前席乗員
の頭の上が揃うようにします。
高さ調整：ヘッドレストは上下にスライド

します。
角度調整：ヘッドレストの下部が前後し

ます。

ヘッドレストの着脱
1．ヘッドレストを最上の位置に移動し
ます。

2．根元のラグを押したまま引き上げま
す。

3．ヘッドレストを戻すには、ヘッドレス
トの支柱をシートの穴に合わせて押
し込みます。

ヘッドレストをはずして運転しないで
ください。ヘッドレストをはずして車
内に保管すると、急ブレーキをかけた
際に移動して、ケガをするおそれがあ
ります。



シートベルト

フロントシートベルト

●フロントシートベルトの着用

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

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

●フロントシートベルトの着用警告
イグニッションスイッチがオンのとき、運
転席および助手席*のシートベルトを着
用していないと警告灯が点灯します。時
速20km以上で走行中にシートベルトを
着用していないと、約2分間段階的に変
化する警告音とともにシートベルト警告
灯が点滅します。
2分経過後は警告灯のみが点灯します。
上記の警告は、シートベルトを着用する
と解除されます。

リアシートベルト

リアシートには3点式のシートベルトが
装備されています。シートベルトはフォー
スリミッター付きです。後席に人を乗せ
ずに電動ルーフを開いて走行する場合
は、走行中にベルトがばたつくことがな
いように、ベルトをガイド①に通して固
定してください。

*仕様により異なります。
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●乗車中、短時間のドライブといえどもシートベルトを必ず着用してください。
●妊娠中の女性も必ずシートベルトを着用してください。ただし、医師に注意事項をご
確認願います。
●シートベルトは、正しい姿勢で身体に密着させなければ効果がありません。
●バックルを逆にしてバックプレートを差し込まないでください。また、差し込むとき
には、ねじらないでください。
●シートベルト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。
●シートベルトにほつれや傷跡があるようなときは、プジョーディーラーにご相談くだ
さい。部品交換が必要になることがあります。
●シートベルトプリテンションシステムは、一度しか作動しません。作動後はかならず
部品交換が必要になりますので、プジョーディーラーで整備を受けてください。
●シートベルトプリテンションシステムは、エアバッグとは関係なく作動します。大きな
衝撃を受けたときは、プジョーディーラーでシステムの点検を受けてください。

降車時には、シートベルトを確実に収納させてください。
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チャイルドシート

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

●チャイルドシート
（ISOFIX規格品をプジョーでは
推奨しております。）

お子さまが乗車するときは、必ず後席に
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。

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。

①このタイプのシートは、体重13kg位
までのお子さまに適しています。
減速時に首に負担がかからないように、
進行方向とは反対向きに取り付けてくだ
さい。

②体重15kg～36kg位までのお子さま
にお勧めするタイプです。
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進行方向に対して後ろ向きの取り付け
助手席に進行方向に対して後ろ向きに
チャイルドシートを取り付けるときは、
助手席エアバッグキャンセルスイッチを
OFFにしてください。

進行方向と同じ向きの取り付け
助手席に進行方向と同じ向きにチャイル
ドシートを取り付けるときは、助手席を
前後調整の中間位置に調整し、背もたれ
は正しい位置に調整してください。
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シート

体重／年齢

13kg以下
新生児～12ヵ月

9～18kg
1～3才

15～25kg
3～6才

22～36kg
6～10才

前席助手席
高さ調整機能付は、一番
高い位置に調整してくだ
さい。

○ ○ ○ ○

後席左右 ○ ○ ○ ○

●チャイルドシートの推奨取り付け位置
以下の表は、子供の年齢と車両のシート形状により、シートベルトを使用してどの位置に一般的なチャイルドシートを取り付けるかを示し
ています。
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ISOFIX KIDDY ISOFIX RÖMER Duo

新生児から13kgまで 9～18kgまで 9～18kgまで

進行方向に対して後ろ向きの取り付け 進行方向と同じ向きの取り付け 進行方向と同じ向きの取り付けのみ

チャイルドシート本体はフロントシートの背も
たれに当たるように取り付けてください。

フロントシートに取り付ける場合は、シートを
一番後ろの位置に調整してください。

トップストラップで固定してください。

3種類の取り付け角度が可能：

子供の足がフロントシートの背もたれに当た
らないように、フロントシートの位置を調整し
てください。

●ISOFIX規格のチャイルドシートの取付

ISOFIXに対応していない車両にも取り
付けることができます。車両の3点式シー
トベルトで確実に固定してください。

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。
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●チャイルドシートの取付*

「 ISOFIX」規格のプジョー車専用チャ
イルドシートをワンタッチで固定するた
めのキャッチが、左右のリアシートに設
定されています。
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。
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助手席エアバッグキャンセルスイッチ*

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

1. イグニッションをオフにします。
2. 助手席エアバッグキャンセルスイッチ
にキーを差し込み、「OFF」の位置
にします。

3. そのままキーを抜きます。
4．イグニッションをオンにして、メーター
パネル内の警告灯が点灯するのを確
認します。

●助手席のチャイルドシートを取りは
ずしたら、必ず助手席エアバッグキャ
ンセルスイッチを「ON」の位置に
します。

●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。

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。

*仕様により異なります。

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
助手席に大人が着席しているときは、必
ずエアバッグキャンセルスイッチを「ON」
にします。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
チャイルドシートを進行方向に対して後
ろ向きに取り付けたときは、必ず助手席
エアバッグキャンセルスイッチを「OFF」
にします。

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
イッチは装着されていま
せん。エアバッグがふく

らんだ衝撃でケガをするおそれがありま
すので、助手席には絶対にチャイルドシー
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。
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１
エアバッグ

●フロントエアバッグ
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。

走行中にエアバッグシステム
に異常が発生したときは、警
告音と共に警告灯が点灯して

マルチファンクションディスプレイに表示
されます。

プジョーディーラーでシステムの点検を
受けてください。

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。折りたたまれて収納さ
れていたエアバッグは、瞬時にふくらみ
運転者の胸や頭がステアリングホイール
などに強く打ち付けられるのをやわらげ
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、若干の刺激性があります。

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。

●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。
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●エアバッグ単独では衝撃を吸収する
効果が十分ではありません。必ず、
シートベルトを正しく着用してくだ
さい。
●ステアリングホイールと助手席ダッ
シュボードには、エアバッグが組み
込まれています。正しく作動させる
ために次のことをお守りください。
・エアバッグの組み込まれた箇所に
カバーをかけたり、ステッカーな
どを貼らないでください。

・助手席側のダッシュボードの上に
足や物を置いたり、立てかけたり
しないでください。エアバッグが
ふくらむときに置いた物が飛び、
ケガをするおそれがあります。

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

●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。

●サイドエアバッグ

サイドエアバッグシステムは、フロント
シートバックに内蔵されています。
サイドエアバッグは、側方から極めて強
い衝撃を受けたときに、エアバッグが乗
員と車体との間でふくらみ、乗員の身体
に加わる衝撃をやわらげる装置です。エ
アバッグは、衝撃の加わった方向によっ
て別個に作動します。
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。
シートバックに折りたたまれていたエア
バッグは瞬時にふくらみ、あらかじめ設
定された表皮部分から車内に展開しま

す。ふくらんだエアバッグは、乗員の胸
や頭がドアパネルに強く打ち付けられる
のをやわらげた後、内部のガスが解放さ
れてしぼみます。
このガスには、若干の刺激性があります。

●エアバッグが作動する場合
側面から強い衝撃が加わり、乗員の頭部
や胸部その他身体に重大な障害が及ぶ
おそれのあるときに作動します。
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。



141-

安全に運転するために

１
●エアバッグ単独では衝撃を吸収する効果が十分ではありません。必ず、シートベルト
を正しく着用してください。
●シート背もたれ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。
●専用品以外の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や物など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。
●シートを取りはずしたり、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。

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、シートや内装部材、コントロールユニットなどの交換
が必要になります。
事故の後は、必ずプジョーディーラーで点検や部品の交換を行ってください。
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１
走行する前に

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

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

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

使用燃料について

ガソリンは、オクタン価が95オクタン（リサーチ法）以上の無
鉛ガソリンを使用してください。
ガソリンスタンドにおける公称オクタン価は安定していないの
で、無鉛プレミアム（ハイオク）ガソリンの使用をお勧めします。
粗悪ガソリンや有鉛ガソリン、有鉛プレミアムガソリン、アルコー
ル含有燃料を使用しますと、エンジン・触媒装置などに悪影響を
与えるので、絶対に使用しないでください。

冬季の取り扱い

冬季用タイヤ
積雪や凍結した道路を走行するときは、安全のため冬季用タイ
ヤを装着することをお勧めします。
冬季用タイヤに交換するときは、必ず納車時に装着されていたタ
イヤと同じサイズのものをご使用ください。
プジョーディーラーでは、車に適した性能の冬季用スタッドレス
タイヤも用意しております。
スタッドレスタイヤは、車のバランスを保つために4輪全部に装
着してください。
雪道や凍結した道路では、スタッドレスタイヤでも万全ではあり
ません。運転には十分ご注意ください。

*仕様により異なります。
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スノーチェーン、スノーネット
スノーチェーン、スノーネットは、タイヤサイズに合ったものを前
輪に装着してください。
取り付けは、平坦な安全な場所で、それぞれの取扱説明書に従っ
て確実に行ってください。
チェーンやネットの装着後は、100m程度走行して緩みや車体へ
の当たりがないかを確認してください。
プジョーディーラーでは、それぞれのタイヤに合わせた専用チェー
ンやネットを用意しております。

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

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

●その他
・冬季には、バッテリーに高い負荷がかかります。バッテリーは
常にフル充電にしてください。
・非常に冷え込んだ天候のときは、パーキングブレーキが凍結す
ることがあります。温度が非常に低い日は、パーキングブレー
キの使用を避け、シフトレバーを「P」（オートマチック車）ま
たは「1速」（マニュアルトランスミッション車）の位置に入れ
て輪止めをかけてください。
・ライト類や方向指示器などは、冬季は非常に汚れやすくなりま
す。定期的に清掃するように心がけてください。
・キーシリンダーには、潤滑剤を使用して注油しておいてくださ
い。
・ドアのゴム製シールには、凍結を防ぐためにシリコン潤滑油を
塗付します。
・空気取り入れ口は、いつもきれいに保つようにしてください。
・雪隔け時には特に車が汚れます。また、融雪剤には塩分を含ん
でいるものがあります。こまめに車全体を洗浄し、車体の下や
ホイールアーチ部もよく洗ってください。
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保安炎筒

ドアポケットに備えつけてあります。
踏み切りや高速道路などの危険な場所
で故障したときに使用します。
使用方法は、保安炎筒に記載してありま
す。あらかじめよく読んでおいてくださ
い。
発炎時間は約5分間です。
保安炎筒に表示してある有効期間が切れ
る前に、新品をお求めになり交換してく
ださい。

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

●ガソリンなどの可燃物の近くでの使
用は危険です。また、炎を顔や体に
向けるとやけどの危険があります。

●非常用信号としてのみご使用くださ
い。

●トンネル内で使用すると、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。

触媒コンバーター

プジョー307には、日本の排気ガス基準
に適合させるために、車体中央部の下に
触媒コンバーターが装着されています。

●触媒コンバーター装着車につい
てのご注意

・燃料は、必ず無鉛ガソリンを使用して
ください。有鉛ガソリンは触媒をいた
めます。
・燃料は早めに補給してください。
・ミスファイヤ等のエンジン不調のとき
は、運転を避け、故障箇所を直ちに修
理してください。

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

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

キー
運転席側のドアを施錠または解錠する
と、すべてのドアやトランクの施錠・解
錠が同時にできる集中ドアロックシステ
ムを採用しています。
ドアミラーも連動して展開・格納*され
ます。
ただし、ドアやトランクが開いている状
態では、集中ドアロックは作動しません。
鍵部分は折り畳んでリモコン内に格納す
ることができます。
ボタンAを押すと、鍵が出ます。

リモートコントロール
施錠
車両に向けてメインキーのボタンBを押
すと、ハザードランプが1回約2秒間点灯
し、ドアとトランクなどのロックが同時
に施錠され、ドアミラーも格納されます。

解錠
ボタンCを押すと、ハザードランプが数
回点滅し、ドアとトランクなどのロック
が同時に解錠されると共にドアミラーも
展開します。
解錠後、30秒以内にドアを開けないと、
自動的に再ロックされます。
ボタンDを押すと、トランクが解錠され
て少し開きます。

スーパーロック*
盗難防止のために、仮にガラスを壊すな
どしても内側からドアロックが解除でき
なくなる機能です。
車内に誰か残っているときは、ス－パー
ロックをかけないでください。車内から
出られなくなります。

ボタンBを押してから5秒以内にもう一
度押すか、ドアにキーを入れて施錠した
ときは、もう一度回してください。
ハザードランプが約2秒間点灯してスー
パーロックがかかります。

*仕様ならびに個々の設定により異なります。
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●リモコンの初期化
電池交換の後などにリモートコントロー
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。
1．イグニッションをオフにします。
2．イグニッションを再びオンにします。
3．直ちにボタンBを数秒間押します。
4．イグニッションをオフにして、キーを
抜きます。

●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。

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

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

●車両を離れる際、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
しまうおそれがあります。

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

電池（CR1620 3V）の交換

リモコンの電池が消耗すると、警告音と
共にマルチファンクションディスプレイ
のメッセージまたはサービスインジケー
ターに表示されます。
コインなどでケースを開け、電池を交換
してください。
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イモビライザー
（盗難防止システム）

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ときは、エン
ジンの始動ができないようにするもので
す。

イグニッションキー
車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。
それぞれのキーは、車両ごとに個別の
コードが登録されています。イグニッショ
ンスイッチをオンにすると、車両のイモ
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
なるコードのときは、エンジンを始動す
ることはできません。
イグニッションをオフにすると、システム
は直ちにエンジンをロックします。

システムに異常が発生したときは、イグ
ニッションスイッチをオンにすると、警
告音とともに集中ドアロックスイッチの
インジケーターが点滅し、マルチファン
クションディスプレイにメッセージが表
示されます。エンジンは始動しません。
プジョーディーラーで点検を受けてくだ
さい。

●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。

車両から離れるときは、短い時間で
あってもキーを抜いてください。
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コンフィデンシャルカード

コンフィデンシャルカード

車両とともにコンフィデンシャルカード
をお渡します。
このカードには、イモビライザーの暗証
番号が記載されています。
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や、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。

スペアキー
車両とともにお渡しするスペアキーにも
コードが登録されています。
もし予備のキーが必要なとき、あるい
はキーを取り替えるときには、すべての
キーを登録し直す必要があります。コン
フィデンシャルカードとお手持ちのすべ
てのキーをプジョーディーラーにご持参
の上、登録作業をお申し付けください。

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

●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。

●スペアキーの合い鍵を複製しても、
イモビライザーシステムにコードを
登録しないかぎり、そのキーでエン
ジンを始動することはできません。

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

プジョー307には、車両の盗難や車両
の内外へのいたずらを防止するアラーム
システムが備えられています。

外部検知：監視状態で、ドアやボンネッ
トが開けられると作動します。

内部検知：監視状態で、窓ガラスが壊さ
れたり、車内の動きなどで発
生した空気振動をセンサーが
感知すると作動します。

●電動ルーフが開いている状態のとき
は、内部検知アラームはセットされ
ません。
●アラームシステムの改造をしないで
ください。

●アラームのセット
イグニッションをオフにして、車両の外
へ出ます。
リモコンを使用してロックします。アラー
ムボタンAのインジケーターランプが1
秒間に1回点滅して、アラームがセットさ
れます。
リモコンを使用せずにキーでロックする
と、アラームはセットされません。
アラームが作動すると、約30秒間、警
報が鳴って方向指示器が点滅します。そ
の後、アラームは停止しますが、引き続
きセット状態が維持されます。
アラームが連続して10回作動すると、
11回目で作動が停止します。
アラームボタンのインジケーターランプ
が早く点滅しているのは、車を離れてい
る間にアラームが作動したことを示して
います。

●アラームの解除
リモコンを使用してロックを解除すると、
アラームが解除されます。
アラームセット状態で、キーでロックを
解除してドアを開けると警報が鳴ります。
イグニッションをオンにすると、警報や
インジケーターランプの点滅は解除され
ます。

●外部検知アラームだけのセット
車内にペットなどを残したり、窓を少し
開けた状態で車を離れるときは、内部検
知をキャンセルする必要があります。
イグニッションをオフにしてから10秒以
内に、アラームボタンAのインジケーター
ランプが連続点灯するまでアラームボタ
ンAを押します。
車両の外へ出て、リモコンを使用して
ロックします。
アラームボタンAのインジケーターラン
プが、1秒間に1回点滅して外部検知だ
けのアラームがセットされます。
この操作はイグニッションをオフにする
たびに行わなければなりません。

●リモコンの故障
アラームのセット状態でリモコンによる解
錠ができないときは、次のようにアラーム
を解除します。
1．キーでドアを開け（アラームが作動）
ます。

2．イグニッションをオンにします。

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

●アラームの自動セット*
ドアまたはトランクが閉じられてから2
分後に、アラームが自動的にセットされ
ます。
ドアやトランクを開けたときに、偶然に
アラームが作動することのないように、
開ける前にリモコンの解錠ボタンをもう
一度押してください。

リモコンのロックボタンを押すと、ド
アやトランクの状態に関わらず45秒
後にアラームがセットされます。
洗車時にアラームが作動しないように
したいときは、キーでロックするか、
内部検知をキャンセルしておきます。

*仕様により異なります。
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●ウィンドウが下がってから5秒過ぎ
ると、ウィンドウは自動的に元に戻
ります。ドアを開くときは一度ドア
ハンドルから手を離し、再度手をか
けてください。

●バッテリーの接続をはずし再度接続
した後は、ショートドロップ機能を
再初期化する必要があります。ドア
を少し開けて閉じ、数秒間待つと再
初期化が完了します。ドアハンドル
に手をかけて、ウィンドウが自動的
に数mm下がることを確認してくだ
さい。

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

ドア／ドアロック

ドアロック／オートドアロック

ロックボタンAを押すと、ドア／トランク
の施錠・解錠ができます。
施錠するとインジケーターが点灯します。
ただし、スーパーロックされているとき
は解錠できません。

●オートドアロック機能
時速10km以上で走行すると、自動的に
施錠されます。
ドアロックボタンを押し続けるとオート
ドアロック機能をオンにしたりオフにす
ることができます。
完全に閉まっていないドアがあるとオー
トオートドアロックは作動しません。

●ショートドロップ機能
解錠後ドアハンドルに手をかけるとウィ
ンドウが自動的に数mm下がり、ドアを
閉めた後にまた自動的に上がって密閉性
を確保します。

●洗車のときは必ずドアを施錠し、
ショートドロップ機能が洗車によっ
て誤動作しないようにしてください。

●バッテリーの接続をはずした場合や
バッテリー上がり時でもドアを開閉
することはできますが、強い力でド
アを閉めないでください。

●バッテリーの接続をはずすと、ドア
の開閉に際してのウィンドウを下げ
る働き（ショートドロップ機能）が
無くなりますので、あらかじめ全て
のウィンドウを下げておいてくださ
い。
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電動ルーフ

●ルーフを開閉する前に
平らな場所に停車してください。（時速
10km以下の走行中も開閉可能です。）
1．ラゲッジカバー①を引き、フックに固
定します。（ラゲッジカバー①やサイ
ドフラップ②の上に何も無いことを確
認します。トランクに荷物を積む場合
は、ラゲッジカバー①を下から突き上
げていないことを確認します。）

2．リアフラップ上に何もないことを確
認します。

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

●ルーフを開ける

センターコンソールのルーフ開閉スイッ
チ⑤を、ルーフが完全に開くまで引き続
けます。ルーフが完全に開くとアラーム
音が鳴ります。この操作ではウィンドウ
が全て降下してトランクとヒンジカバー
が開き、ルーフが折りたたまれてトラン
クに格納されます。その後リアフラップ
が固定され、トランクが閉まります。

ルーフが完全に開いた後もルーフ開閉
スイッチ⑤を引き続けると、全てのウィ
ンドウが再び上昇します。
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●ルーフの開閉操作をするときは、車
両の周囲、特に上方と後方に障害
物がないことを十分に確認してくだ
さい。

●バッテリー保護のため、エンジンを
始動してからルーフの開閉操作を行
うことをおすすめします。

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

●ルーフの開閉操作をするときは、危
険なことが無い限り、開閉操作が
完了するまでルーフ開閉スイッチ⑤
から手を離さないようにしてくださ
い。

●ルーフの開閉操作をしているときに
何か危険を感じたら、ルーフ開閉ス
イッチ⑤から直ちに手を離してくだ
さい。開閉動作はすぐに停止します。
危険がないことを確認したら、再び
ルーフ開閉スイッチ⑤を操作し、開
閉操作を完了してください。

●ルーフを閉める

センターコンソールのルーフ開閉スイッ
チ⑤を、ルーフが完全に閉まるまで押し
続けます。ルーフが完全に閉まるとアラー
ム音が鳴ります。この操作ではウィンド
ウが全て降下してトランクが開き、リア
フラップとルーフ展開し固定されます。
その後サイドフラップが折りたたまれ、
トランクが閉まります。

ルーフが完全に閉じた後もルーフ開閉
スイッチ⑤を押し続けると、全てのウィ
ンドウが再び上昇します。
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ボンネット

●ボンネットを開けるには
ダッシュボード左下にあるレバーを押し
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
げてから持ち上げます。

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

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

ボンネットを閉めたあと、ロックされ
たことを確認してください。
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トランク

●トランクの開けかた

ドアが施錠されているとき
リモコンのボタンDを押します。ドアが
解錠されるとともに、トランクリッドが
少しだけ開きます。

ドアが解錠されているとき
リモコンのボタンDを押すか、トランク
リッドのボタンEを押します。

すでにドアが解錠されているときは、
リモコンのボタンDを押すことで、ア
ラームを作動させなくすることができ
ます。

トランクは時速10km以上で自動的に施
錠され、いずれかのドアを開くと解錠さ
れます。

盗難防止のため、トランクリッドのボタ
ンEを作動できなくすることができます。
キーを使ってロックFを時計回りに90度
回転させてください。リモコンのボタン
Dのみでトランクが開くようになります。

トランクが完全に閉じていないときに
エンジンを始動すると、警告音ととも
にマルチファンクションディスプレイ
に数秒間警告が表示されます。
そのまま走行すると、システム警告灯
も表示されます。

●トランクの閉めかた
内側のハンドルを引いて、トランクリッ
ドを引き下げます。

トランクリッドの中央を両手で押して
ロックしてください。
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フュエルリッド（給油口）

フュエルリッド
給油口のフラップを開きます。

フュエルキャップ
1．キーをキャップのキー穴に差し込み、
左（反時計方向）に回します。

2．はずしたキャップは、フュエルリッド
の内側に掛けておきます。

3．給油ノズルのオートストップが3回働
いたら、それ以上給油口にあふれる
まで給油しないでください。燃料タ
ンクの容量は約60リットルです。

4．給油が終わったらキャップをロック
します。

●給油中はエンジンを停止してくださ
い。

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

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

フュエルゲージに不具合が発生すると
ゲージの針がゼロ以下を示します。
プジョーディーラーに連絡してください。
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エンジンの始動

●イグニッションキーの位置
①ストップ位置：イグニッションはオフと

なります。
②1ノッチ目：ラジオやパワーウィンドウ

などのアクセサリー装備が
使用できます。

 イグニッションがオンとな
り、警告灯類が点灯しま
す。

③始動位置：エンジン始動後、手を離す
と1ノッチ目に戻ります。

●エンジンの始動
1．シフトレバーを「P」（オートマチック
トランスミッション車）または「N」
の位置にします。

2．パーキングブレーキがかかっている
ことを確認します。

3．ブレーキペダルを踏みながらイグニッ
ションキーを始動位置まで回します。

4．スターターが回り、エンジンが始動
します。

5．エンジンが始動したら、キーから手
を放します。

●エンジンが停止すると、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、操舵が
できなくなり事故を起こすおそれが
あります。また、ステアリングロッ
クの改造をしないでください。

●エンジンを始動するときは、必ず
パーキングブレーキが引いてある
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。

●換気の悪い場所ではエンジンをか
けないでください。

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

●チルトステアリング
ロックレバー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Aを押し下げてロッ
クしてください。

チルトステアリングの調整は、車両を
停止して行ってください。

●ホーン
ステアリングホイールのスポークを押し
てください。
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●シフトインジケーター
シフト位置は、メーターパネルのステー
タスインジケーターに表示されます。

モードセレクター
プジョー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。

オートマチックトランスミッ
ション（シフトレバー）

オートマチックトランスミッション

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が自
動的に選択されます。

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

リバース：後退します。エンジ
ンがアイドリング状態で、車
両が停止している時にシフト
してください。
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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、走行に応じて自
動的にギアが切り換わります。

これが点灯したときは、オー
トマチックトランスミッション
のプログラム不良です。

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。

クリープ現象
停車中にシフトレバーを「D」または「R」、
「M」位置にすると、アクセルペダルを
踏まなくても車がゆっくりと動き出しま
す。特にエンジン始動直後やエアコン作
動時などエンジン回転が高いときには車
が動こうとする力が強くなります。
そのため、お子様が乗車しているときは、
エンジンを始動したままお子様だけを残
して車を離れないでください。
点検のためにエンジンをかけたまま車外
に出るときは、パーキングブレーキをか
けてシフトレバーを「P」に入れてくだ
さい。

●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
長い下り坂などブレーキを踏み続ける状
態では、「D」レンジでもより効果的に
エンジンブレーキを効かせるため自動的
に低いギアに切り替わりますが、状況に
応じて随時、シフトレバーを「M」レン
ジにして低いギアを選択することができ
ます。（たとえばD→3、3→2）
ただし、「2」から「1」への切り換えは
急激な減速を伴いますので、滑りやすい
道路条件（雪道や凍った道路）では十分
にご注意ください。

キックダウン
追い越しなどで急加速したいときは、シ
フトレバーには手を触れずにアクセルペ
ダルをいっぱいに踏みこんでください。
シフトダウンが起こり、エンジン回転が
最高に達するまでそのギアを維持し、よ
り短い時間で加速することができます。
ある一定の速度に達すると、自動的にシ
フトアップします。
またブレーキを踏むと、エンジンブレー
キを効かせるためにシフトダウンします。
ただし、安全のため、急にアクセルペダ
ルを離してもシフトアップはしません。
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●走行中は、シフトレバーを「 N」位
置に入れないでください。エンジン
ブレーキが効かなくなり、ブレーキ
のフェード現象が起きやすくなり事
故を起こすおそれがあります。
●車両が完全に停止する前にシフトレ
バーを「 P」や「 R」に入れないで
ください。トランスミッションを破
損するおそれがあります。

●マニュアルモードで走行していると
きは、スポーツやスノーモードの選
択操作はできません。
●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。
●「 N」から「 R」や「 D」にシフト
するときは、エンジン回転がアイド
リングまで下がっていることを確認
してください。

警告音と共にこの警告灯が点
灯し、マルチファンクション
ディスプレイにメッセージが表
示されたときは、システムは

セーフモードに入り3速に固定されて走
行します。
「P」や「N」から「R」にシフトしたと
きに、大きなショックを伴うことがあり
ますがトランスミッションを損傷するこ
とはありません。
時速100km以下の速度で走行して、プ
ジョーディーラーで点検を受けてくださ
い。

●車から離れるときは、シフトレバー
を「 P」の位置に入れてパーキング
ブレーキを引いてください。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
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。
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シフトロック
急発進防止のため、ブレーキペダルを踏
んでいないと「P」の位置からほかにレ
バーを動かすことはできません。

解除方法
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は
ずします。
・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。
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ABS（アンチロックブレーキシステム）
電子式制動力制御装置（EBFD）を備え
たABSシステムは、ホイールがロックし
そうになるとABSが作動して、滑りやす
い路面での操縦安定性を向上させます。
タイヤやホイールを交換する時には同じ
仕様の製品をお使いください。

この警告灯が点灯すると、ABSシステム
の故障です。

警告音とともにブレーキ警告
灯が点灯し、マルチファンク
ションディスプレイにメッセー
ジが表示されたときはABSの

機能に異常があります。ブレーキを掛け
たときに車両のコントロールを失う可能
性があります。直ちに停車してプジョー
ディーラーに連絡してください。

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

ABSやブレーキアシストは、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。

●イグニッションスイッチをオンにした
まま、ホイールやタイヤ交換などの
作業を行い、シャフトを回転させる
と、メモリーに故障情報が入力され
てABS警告灯が点灯する場合があ
ります。プジョーディーラーにご相
談ください。

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

ブレーキ／ABS

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、
レバーを少し引き上げ、ボタンを奥まで
押して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。

警告音とともにブレーキ警告
灯が点灯し、マルチファンク
ションディスプレイにメッセー
ジが表示されたときは、パー

キングブレーキが掛かったままになって
いるか、完全に解除されていません。

坂道に駐車するときには、タイヤを路
肩に斜めにあててパーキングブレーキ
を掛けてください。
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ESP／ASR（スタビリティコ
ントロールシステム）*

ESP／ASRシステム
ESPシステムは、車両の動きと運転者の
意図するコースとに著しい差が発生する
と自動的に作動して、ABSシステムと連
携してブレーキやエンジンを制御し、車
の安定性をある程度確保する装置です。
また、急加速時のホイールスピンを防止
して、車両の走行安定性を向上させる機
能も備えています。
ただし、ESP作動時の操縦安定性の確保
には限界がありますので、このシステム
を過信しないでください。

ESP／ASR警告灯
ESP／ASRシステムが作動す
ると、この警告灯が点滅して
運転者に注意を促します。

●ESP／ASRシステムの解除
雪道や泥道で動けなくなったときなど
に、ある程度ホイールスピンをさせてタ
イヤの接地力を回復させる必要が発生し
ます。このようなときに、手動でESPシ
ステムの解除ができます。

ダッシュボードの「ESP OFF」
スイッチを押すと、スイッチの
インジケーターと警告灯が点
灯します。

●ESP／ASRシステムの復帰
スイッチを使用して解除したシステムは、
次の状態で自動的に復帰します。
・イグニッションをオフにする。
・時速50km以上で走行する。
・もう一度「ESP OFF」スイッチを押す。

●ESPシステムの異常
システムに異常が発生したと
きは、スイッチのインジケー
ターが点滅して警告音が鳴り、
警告灯が点灯すると共にマル

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

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

*仕様により異なります。
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クルーズコントロール／
スピードリミッター*

クルーズコントロールは、ドライバーに
よって時速40km以上で設定された速度
（ AT車2速以上／MT車4速以上）を、
アクセルペダルを踏まなくても道路の状
態にかかわりなく常に一定に保って走行
する機能です。
スピードリミッターは、あらかじめドライ
バーが設定した速度（最低時速30km以
上）を越えて走行しないようにする機能
です。

*仕様により異なります。

●表示パネル

クルーズコントロール／スピードリミッ
ター作動中にこのボタンを押すと、オド
メーター／トリップメーターを表示させ
ることができます。
数秒後、または再度このボタンを押すと、
クルーズコントロール／スピードリミッ
ター表示に戻ります。

●クルーズコントロールの設定

①メインスイッチ
②走行速度の設定／設定速度の減少
③走行速度の設定／設定速度の増加
④システムのオン・オフ

ステアリングコラムのメインスイッチ①を
「CRUISE」側に回すと、クルーズコン
トロール機能が使用可能になりますが、
速度は設定されていません。「0」また
は「LIMIT」の位置に回すとオフになり
ます。
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●走行速度の設定

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

クルーズコントロールを使用中でも、
アクセルペダルを踏んで加速すること
ができます。その際、速度の表示が点
滅します。アクセルペダルから足を離
すと元の速度で走行します。

●設定速度の変更
定速走行中に、ボタン②を押すと設定速
度が減少し、ボタン③を押すと増加しま
す。短く押すと1km／hずつ、長く押すと
5km／hずつ、押し続けると5km／hス
テップで速度が変化します。
またはアクセルペダルを踏んで加速した
後にコントロールレバーのボタン②か③

を押すと、あらためてその速度にセット
されます。

●設定速度の解除

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

●設定速度の消去
イグニッションをオフにしたり、メインス
イッチを「0」にすると設定速度の記憶
が消去されます。

●システムの異常

速度表示が消えて「－」が数秒間点滅し
ているときは、システムに異常がありま
す。

警告灯が点灯し警告音ととも
にマルチファンクションディス
プレイにメッセージが表示さ
れます。プジョーディーラーで

点検を受けてください。 

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

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

ステアリングコラムのメインスイッチ①を
「LIMIT」側に回すと、スピードリミッター
機能が使用可能になり、設定速度が表
示されます。 
イグニッションをオフにしたり、メインス
イッチを「0」または「CRUISE」にす
るとシステムはオフになりますが、設定
速度の記憶は残ります。

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

●スピードリミッターの作動

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

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

スピードリミッターを過信せず、走行
速度には十分注意してください。
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●システムの異常

速度表示が消えて「－」が数秒間点滅し
ているときは、システムに異常がありま
す。

警告灯が点灯し警告音ととも
にマルチファンクションディス
プレイにメッセージが表示さ
れます。プジョーディーラーで

点検を受けてください。 



143-

運転装置の使いかた

３

バックソナー*

後退時にリアバンパーに埋め込まれたセ
ンサーが後方の障害物（歩行者、車両、
立木、門など）を検知します。
エンジン回転中にシフトレバーをリバー
スに入れると、警告音が鳴りシステムが
作動します。
障害物に接近すると警告音の頻度が上
がり、およそ30cm以内に接近すると連
続した警告音に変わります。
このシステムは、シフトレバーをニュート
ラルやパーキング、ドライブに戻すと解
除されます。

障害物の形状によってはセンサーが検
知できないことがあります。システム
を過信せず、目視で障害物の有無を
確認してください。

●リアバンパーのセンサーが、泥や雪
などで覆われていると障害物の検
知ができません。

●システムが故障すると、メーターパ
ネルに警告灯が点灯すると共に警
告音が出され、マルチファンクショ
ンディスプレイにメッセージが表示
されます。プジョーディーラーで点
検を受けてください。

*仕様により異なります。
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メーターパネル*

1．油温計

2．スポーツモードインジケーター（AT車）

3．シフトインジケーター（AT車）

4．スノーモードインジケーター（AT車）

5．タコメーター

6．冷却水温度計

7．燃料残量警告灯

8．燃料計

9．スピードメーター

10．サービスインジケーター／油量／
オドメーター／トリップメーター／
クルーズコントロール／スピードリ
ミッター

11．リセットボタン

12．メーターパネル照度調整ボタン

13．方向指示インジケーター（左）

14．STOP警告灯

15．方向指示インジケーター（右）

16．システム警告灯

17．ブレーキ警告灯

18．ABS警告灯

19．ESP／ASR警告灯

20．シートベルト警告灯*

21．自動診断警告灯

22．エアバッグ警告灯

23．助手席エアバッグ解除警告灯

24．ロービームインジケーター

25．ハイビームインジケーター

26．フロントフォグランプインジケーター

27．リアフォグランプインジケーター

28．エンジン油圧警告灯

29．バッテリー警告灯

*仕様により異なります。
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冷却水温度計

針がAのゾーンにあるときは、水温は適
正です。
針がBのゾーンにあるときは、オーバーヒ
ートの状態です。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。

エンジンが冷えてから、冷却水を補充
してください。冷却系等には圧がかかっ
ています。やけどを防ぐために、キャッ
プを2回転ほど回し、圧を逃してくだ
さい。圧が下がったら、キャップをは
ずして冷却水を補充してください。

油温計*

目盛りが150付近を示した時は、油温が
高すぎます。すぐに停車して、プジョー
ディーラーに連絡してください。

トリップメーター

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

メーターパネル照明コントローラー

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

*仕様により異なります。
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警告灯類

メーターパネルの警告灯

ブレーキ警告灯

次の場合に点灯します。
・パーキングブレーキがかかっている／
完全に戻っていない。
・ブレーキ液不足か電子式制動力制御装
置（EBFD）異常になっている。
 STOP警告灯も点灯します。直ちに車
を停止させて、プジョーディーラーに
連絡してください。

自動診断警告灯

エンジンの始動後、数秒経過すると消灯
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。

燃料残量警告灯

燃料が少なくなっています。
約50km以内の走行が可能ですが、車
両や走行条件にもよります。早めに燃料
を補給してください。
燃料タンクの容量は約60リットルです。
もし燃料をすべて使用してしまった場合、
少なくとも6リットル以上は給油してくだ
さい。

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。

助手席エアバッグ解除警告灯

助手席のエアバッグが作動しません。

ABS（アンチロックブレーキ）
警告灯

イグニッションをオンにしたとき数秒間
点灯し、消灯します。
消灯しないか、時速10km/h以上の速
度で走行中に点灯したときは,アンチロッ
クブレーキは作動しません。ブレーキは、
通常のサーボアシスト付きブレーキとし
て機能します。
プジョーディーラーへ直ちに連絡してく
ださい。

シートベルト警告灯*
エンジンを始動した時、運転者または助
手席*の乗員がシートベルトを着用して
いない場合に点灯します。
車速が20km／hになると、段階的に変
化する警告音とともに約2分間点滅しま
す。その後はシートベルト着用まで点灯
します。

*仕様により異なります。
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メーターパネルの警告灯

STOP警告灯

この警告灯が点灯したときは、直ちに車
を停止させてプジョーディーラーに連絡
してください。

ESP／ASR警告灯

ESP／ASRシステムが作動したときや異
常が発生したときに点滅、または点灯し
ます。

バッテリー警告灯

エンジンの始動後に点灯しているとき
は、以下の原因が考えられます。
・オルタネーターベルトの切れ,緩み
・バッテリーターミナルの緩み
・オルタネーターの故障

プジョーディーラーに連絡してください。

エアバッグおよびオートマチッ
クロールバー警告灯

警告音とともにマルチファンクションディ
スプレイにメッセージが表示されたとき
は、以下の異常が発生しています。
・フロントエアバグあるいはサイドエア
バッグの故障
・オートマチックロールバー作動機構の
故障

プジョーディーラーに連絡してください。

エンジン油圧警告灯

油圧不足が起きると、STOP警告灯とと
もに点灯します。
直ちにエンジンを止めて、プジョーディー
ラーに連絡してください。

システム警告灯

イグニッションをオンすると数秒間点灯
します。
数秒たっても点灯したままだったり、エ
ンジン回転中に警告音とともに点灯し、
マルチファンクションディスプレイにメッ
セージが表示された場合、次の異常を表
しています。
プジョーディーラーに連絡してください。

・バッテリーの充電系統の異常
・オートマチックトランスミッションの異常
・エンジンイモビライザーの異常
・エンジン関係の異常
・クルーズコントロール／スピードリミッ
ターの異常*
・バックソナーの異常*
・オートライトシステムの異常*
・自動光軸調整の異常*
・リモコンの電池の消耗
・半ドア（時速10km以上で表示）
・エンジンオイルの不足
・冷却水の不足
直ちに車を停止してください。

*仕様により異なります。
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ライト類（ヘッドランプ、フォ
グランプ、方向指示器、ハザー
ドランプ）

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

すべてのランプが消灯します。

ポジシ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／ハイビームが
点灯します。

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

パッシング
スイッチレバー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。

オートライト*
この機能は、お客様に納車する際にはオ
ンにしてあります。
周囲が暗くなったりウィンドウワイパーを
連続して使用すると、自動的にポジショ
ンランプやヘッドランプが点灯します。
周囲が明るくなったりワイパーの使用を
やめると、自動的に消灯します。
ただし、昼間の霧や雪の時は、周囲が
明るいのでオートライトが作動しないこ
とがあります。安全のため、手動でライ
トを点灯してください。

この機能をオンにしたりオフに
するときは、全てのライトが消
灯している状態のときにマル
チファンクションディスプレイ

に「Personalisation-configuration」
メニューを呼び出して設定します。作動
状態は、マルチファンクションディスプレ
イに表示されます。

安全のため、この設定を変更するとき
は停車して行ってください。

照度センサーに異常が発生した場合は、
自動的にヘッドランプが点灯するととも
にメーターパネルの警告灯が点灯し、警
告音とマルチファンクションディスプレ
イで故障の発生を通知します。プジョー
ディーラーで点検を受けてください。

イグニッションがオフの状態で、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。

*仕様により異なります。
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駐車時照明機能（フォローミーホーム）
オートライト*がオンになっていると、周
囲が暗いときや夜間にイグニッション
キーをオフにした後しばらくの間、ヘッ
ドランプが点灯したままになります。

マニュアル操作
イグニッションをオフにして、パッシング
（スイッチレバーを浅く手前に引く）して
から車を降りて施錠してください。

オート操作*
マルチファンクションディスプレイの
「Personalisation-configuration」
メニューから「Automatic lighting 
of headlamps」と「Guide-me-home 
headlamps」をオンにして、点灯時間も
設定してください。

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

ヘッドランプ照射角度調整*

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

車内から調整するときの目安：
0　前席に1人か2人乗車したとき
－　3人乗車のとき
1　5人乗車のとき
2　5人乗車で、トランクルームに物を積
んだとき

3　1人乗車で、トランクルームがいっぱ
いのとき

●オートヘッドランプ照射角度調整*
放電灯ヘッドランプ装着車は、この調整
が自動的に行われます。

システムの故障時には、メー
ターパネルの警告灯が点灯し、
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。

*仕様により異なります。
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フォグランプ

リアフォグランプ点灯

フォグランプの操作は、レバーのリング
Bで行います。
ヘッドランプがオンのときに、リングを
向こう側に1回まわすと点灯し、手前に
まわすと消灯します。
点灯状況はメーターパネルに表示されま
す。

フロントおよびリアフォグランプ*

フロントフォグランプ点灯

フォグランプの操作は、レバーのリング
Cで行います。
ポジションランプかヘッドランプがオン
のときに、リングを向こう側に1回まわす
とフロントフォグランプが点灯します。

フロント／リアフォグ
ランプ点灯

リングをもう1回まわすとリアフォグラン
プも点灯します。
両方のランプを消灯するときは、リング
を手前に2回まわします。
点灯状況はメーターパネルに表示されま
す。

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

●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。不要なときは必ず消灯してくだ
さい。

方向指示器

右方向に出す場合：ライトスイッチレバー
を上に動かします。

左方向に出す場合：ライトスイッチレバー
を下に動かします。

ハザードランプスイッチを押していると
きは、方向指示器は作動しません。

*仕様により異なります。
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ハザードランプ

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

●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。
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ゼロリセット

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

3．イグニッションをオンにします。
4．数字のカウントダウンが始まります。
5．表示が「＝0」になり、スパナのマー
クが消えます。

6．リセットが完了。押していたリセット
ボタンを離します。

サービスインジケーター

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

●作動
イグニッションをオンにした後の5秒間、
スパナのマークが表示され、次回の点検ま
でのおよその残りキロ数が表示されます。

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秒間表示されます。

油量を表示した後に本来の機能に戻り、
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の5秒間、
スパナのマークが点滅し、点検時期経過
後のおよその走行キロ数がマイナス表示
されます。

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秒間表示されます。

点検時期のお知らせは、走行距離と前回
の点検時期から割り出されています。
油量を表示した後にオドメーターとして
機能しますが、スパナのマークは残りま
す。

最後の点検から2年を経過した場合に
もスパナマークが点灯します。
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●プジョーディーラーでは、定期点検
が完了したとき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を継続
してご使用になりたいときは、車をお
預けの際にプジョーディーラーの担
当者にお伝えください。
●リセット直後にバッテリーをはずす
と、リセットが無効になります。ド
アをロックして少なくとも5分間待っ
てから、バッテリーをはずしてくだ
さい。

エンジン油量インジケーター
イグニッションをオンにすると、サービ
スインジケーターの表示に続いて油量の
状態が数秒間表示されます。
油量は、車体が水平な場所にあってエン
ジン停止後10分以上経過しているとき
に正確に表示されます。

エンジンオイル量は
正常です。

エンジンオイル量が
不足しています。

メーターパネルの警告灯が点灯し、警告
音とともにマルチファンクションディスプ
レイメッセージが表示されます。エンジン
オイルレベルゲージで正確な量を確認し、
不足しているときは補充してください。エ
ンジンオイルが不足したまま使用すると、
エンジンが損傷するおそれがあります。

オイルレベルゲージ
の故障（セグメント
が点滅します）

車体を水平な場所に置き、エンジン停止
後15分以上経過してからエンジンオイル
レベルゲージで測定してください。油量
に問題がなければ、オイルレベルゲージ
が故障しているので、プジョーディーラー
に連絡してください。
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ワイパー／ウォッシャー

フロントワイパー（間欠式）*

レバーを以下のように操作します。

2　高速作動
1　通常作動
Ⅰ　間欠作動
0　停止
↓　1回作動

間欠作動は、車速に応じて休止時間が変
化します。

フロントワイパー（雨滴感知式）*

レバーを以下のように操作します。

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

間欠作動は、車速に応じて休止時間が変
化します。
ワイパーをAUTOモードにしておくと、
降る雨の量に応じて自動的にワイパーが
作動します。
ワイパーレバーを1度押し下げるとオート
モードになります。
ワイパーレバーをしばらく押し続けると1
回作動となります。

イグニッションを1分以上オフにすると、
この機能はキャンセルされます。一度0
（停止）に戻してから再度セットしてくだ
さい。

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

メンテナンスポジション
イグニッションをオフにしてから1分以内
にワイパーレバーを操作するとワイパー
が中央に停止します。
ワイパーブレードを交換するときはこの
位置にしてください。
作業後ワイパーレバーを動かすと元の位
置に戻ります。

ウィンドウウォッシャー
ワイパーレバーを手前に引くとウォッ
シャー液が噴射され、ワイパーが数秒間
作動します。
ヘッドランプが点灯していると、ヘッドラ
ンプウォッシャー*が作動します。
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●フロントガラスの雨滴センサーを覆
わないでください。
●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、ケガをしたり、車を損傷するお
それがあります。
●フロントウィンドウが凍結している
ときは、氷等が完全に溶けるまで雨
滴感知ワイパーの使用を控えてくだ
さい。

*仕様により異なります。
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エアコンディショナー
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①：フロントウィンドウ吹き出し口
②：サイドウィンドウ吹き出し口
③：ダッシュボード左右吹き出し口
④：ダッシュボード中央吹き出し口
⑤：ダッシュボード足下前方吹き出し口
⑥：後席用吹き出し口

ダッシュボード中央と両側の吹き出し口
には、ルーバーやシャッターが付いてい
ます。これを使用すると、風向や風量の
調整、他の吹き出し口へより多くの風を
送るなどができます。

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

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

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

●空気の流れをスムーズにするために、次のことに注意してください。
 ・ボンネット内の外気取り入れ口がふさがれてないか。
 ・前席下のエアダクトや吹き出し口がふさがれてないか。
 ・ラゲッジルーム内の空気排出口がふさがれてないか。
●エアコンを長期間、快適に使用するためにも、1ヵ月に1度は5分から10分間の使用
を推奨しています。

●湿度が高いときなど、エアコンを使用していると車体の下から無色の水が流れ出る
ことがあります。これは空気中の水分が凝結したもので、異常ではありません。

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

運転席と助手席とで、別々に温度の設定
ができます。
オートモードでは、ディスプレイに表示
されているそれぞれの数値になるまで、
自動的に内気／外気の切り替えや風量、
吹き出し口の選択がされます。

電動ルーフやウィンドウが開いている
と、設定した温度を保てません。

温度調整ボタン①、②

ボタン①：運転席側
ボタン②：助手席側

ディスプレイの表示を希望の数値に合わ
せます。ボタンを右に回すと温度が上が
り、左に回すと温度が下がります。
この値は室内温度ではなく、快適さのレ
ベルを表しています。
「21」に設定しておくと、快適な室内と
なりますが、お好みにより「18」～「24」
の間を設定してください。

オートモードボタン③
ディスプレイの表示数値を保
つよう、自動的に内気／外気
の切り替えや風量、吹き出し
口が選択されます。

視界確保モード④
天候や乗車状況によっては、
オートモードを選択していて
もウィンドウガラスが曇るこ
とがあります。このようなと

きに押すと、システムは自動的に曇りを
取り除くように吹き出し口や風量を選択
してコントロールします。
このモードを解除するときは、ボタン④
を押すか、「AUTO」ボタンを押します。
オートモードで設定された条件は個々に
変更できます。変更すると、オートモー
ドボタンのインジケーターが消灯します。
変更した条件を元に戻すときは、ボタン
③を押すとオートモードになります。

空調オフボタン⑤
このボタンを押すとエアコン
は停止します。エアコンを作
動させるには、ボタン⑤を押
します。
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送風切換えボタン⑥
ボタンを押すたびに吹き出し
口が切り替わり、ディスプレイ
に表示されます。

・フロントウィンドウとサイドウィンドウ
・フロントウィンドウ、サイドウィンドウ
と足下
・足下のみ
・ダッシュボード中央、左右の吹き出し
口と足下
・ダッシュボード中央と左右の吹き出し口

風量調整ボタン⑦

大きいファンのボタンを押すと風量が増
加し、小さいファンのボタンを押すと減
少します。この状況はディスプレイ上の
ファンマークで表示されます。

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

ボタン⑧を押して、内気モードと外気モー
ドを切り替えます。このとき、モードに
合わせてシンボルマークが表示されます。
オートモードに戻るには、ボタン③を押
します。
内気モードでの長時間の使用は避けてく
ださい。換気が行われず、ウィンドウが
曇ることがあります。

リアウィンドウデフォッガー⑨
エンジンがかかっているとき
にボタン⑨を押すと、リアウィ
ンドウやドアミラーの曇りを
取ります。スイッチは自動的に

切れます。
途中で止めたいときは、ボタン⑨を押し
ます。

風量調整ボタン⑦の小さいファンのボ
タンを押してファンのマークが消える
とエアコンが停止しますが、リアウィ
ンドウデフォッガーは機能します。
室温の調整は行われませんが走行によ
り微量の風が吹き出し口から出ます。
大きいファンのボタンかボタン④また
は「AUTO」ボタンを押すと、エア
コンが作動します。
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トップ画面

「MENU」ボタンを押すとこの画面にな
ります。
このメニューから機能を選択します。つ
まみを回して希望する機能を選び、つま
みを押して確定します。

・カスタマイズ（各種機能の設定）
オートヘッドライト*などの設定をしま
す。
また、画面の明るさや時計・単位・言
語を設定します。

・トリップコンピューター
目的地までの距離の設定や警告メッ
セージ、車両の設定状況の呼び出しが
できます。

・オーディオ
ラジオの受信やCDチェンジャー*の設
定をします。

・車両のパラメーター(設定)
・ラジオの情報*

●操作方法*

ラジオによる操作は、巻末の取扱説
明書をお読みください。

選択つまみ：つまみを回して選択し、頭
部を押して確定します。

MENU：「トップ画面」を表示します。

ESC：ひとつ前に戻ります。

MODE：アプリケーションを切り替えます。

*仕様により異なります。

マルチファンクションディス
プレイ*

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

・時間
・日付
・外気温度（氷結のおそれがあるときは
点滅します）
・ドア、トランクなどの開放状況
・警告／状況メッセージ
・トリップコンピューター
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表示メッセージ一覧（カスタマイズ）

Personalisation-
confi guration

Defi ne the vehicle parameters
（車両のパラメーターの設定）

Lighting and signalling*
ヘッドライトに関する次の項目が
設定できます。

Automatic lighting of
headlamps*
ボックスにチェックすると、「オー
トヘッドライト」がオンになります。

Guide-me-home headlamps*
ボックスにチェックすると、「フォ
ローミーホーム」がオンになります。
・点灯時間を15秒、30秒、60秒
から選びます。
 「OK」を選択して確定すると変
更が有効になります。

Parking assistance*
バックソナーの作動の設定ができ
ます。

Activation of parking assistance
Activeを選択すると、バックソ
ナーが作動します。

*仕様により異なります。　
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表示メッセージ一覧（カスタマイズ）

Personalisation-
confi guration

Display confi guration
（ディスプレイの設定）

Video brightness adjustment
画面の明るさが設定でき、「－」を選択してつまみを回すと暗く、「＋」を選択して
つまみを回すと明るくなります。
「Normal」／「 Inverse」：画面の明暗が反転します。
「OK」を選択して確定すると変更が有効になります。

Date and time adjustment
日付、月、年と時計の設定ができます。
項目を選択してつまみを回して数字を合わせ、つまみを押して確定します。
12時間表示と24時間表示の選択ができます。
「OK」を選択して確定すると変更が有効になります。

Choice of units
表示の単位の設定ができます。
・燃費表示では、100Kmあたりの消費量、1リッターあたりのマイル数、1リッター
あたりのKm数から選びます。
・温度は摂氏と華氏を選択できます。
 「OK」を選択して確定すると変更が有効になります
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表示メッセージ一覧（カスタマイズ）

Personalisation-
confi guration

Choice of language
（表示言語の設定）

つまみを回して希望する言語を選び、つまみを押して確定します。
日本語の選択はできません。
「OK」を選択して確定すると変更が有効になります。

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

*仕様により異なります。　
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トリップコンピューター

コントロールスイッチ

トリップコンピューターは、ワイパーレ
バー先端のスイッチを押すことにより燃
費や走行距離の情報を切り替えて表示し
ます。

リセット
コンピューターをリセットするときは、
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。

ルートの選択
ワイパーレバー先端のスイッチを押すこ
とにより、2つのルートの情報を切り替
えて表示します。
例えば、ルート1を月間の走行の平均に、
ルート2を旅行用に、と使い分けます。
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トリップコンピューター

マルチファンクションディスプレイに以下
の情報を表示します。

タブ

走行可能距離 ○

瞬間燃費 ○

平均速度 ○ ○

平均燃費 ○ ○

走行距離 ○ ○

目的地までの距離 ○

走行可能距離
タンク内に残っている燃料で、あとどの
くらい走行できるかを表示します。
過去数キロに消費された燃料の情報を
もとに、今後も同じ割合で燃料が消費さ
れるものと想定して表示します。
走行可能距離が30km以下になると、距
離の表示はされません。
燃料の補給後は、数値が100km以上に
なると再度表示されます。

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

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

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

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

目的地までの距離
あらかじめ入力した目的地までの距離か
ら現在までの走行距離を引いた、残りの
距離が表示されます。

距離の設定は、マルチファン
クションディスプレイのトップ
画面から「 Trip computer」

を選択し、「Enter distance to destination」
で数値を入力します。
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ミラー

電動ドアミラースイッチ

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

●ドアミラーの格納
スイッチAを中央に位置にして後方へ引
くと、ミラーが格納できます。
手などを挟まないように、安全を確認し
てから操作してください。
リモコンで施錠すると、ミラーが自動的
に格納されます。*
この機能を使用したくないときは、プ
ジョーディーラーに設定の変更をお申し
付けください。

ミラーの曲率が変化しているために、
ミラーで見た距離感覚と実際の車両と
の距離が異なります。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。

自動防眩バックミラー*

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

室内バックミラー*
夜間に後続車のヘッドライトが眩しいと
きは、下部のつまみを前後に動かして調
節してください。

*仕様により異なります。
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トランクルームのレイアウト 各部の名称

①：ラゲッジネット固定リング

②：ラゲッジネット

③：12V電源ソケット
イグニッションオフでもシガーライ
ターと同タイプのソケットが使用さ
れています。
12V電源はイグニッションオフでも
供給されます。

④：トランクマット固定フック

⑤：停止表示板固定ストラップ*

*仕様により異なります。
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ルームランプ

フロントルームランプ

①：フロントルームランプ
②：フロントマップランプ
③：リアルームランプ

イグニッションがオンのときに、各スイッ
チを操作すると点灯／消灯します。
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、ド
アが開いたときに点灯します。スイッチ
を押して点灯させたときは、10分後に
消灯します。
次の状況で、徐々に暗くなって消灯しま
す。

リアルームランプ

・イグニッションをオンにする
・イグニッションがオフで、最後のドア
が閉まって30秒後

・ドアをロックする

点灯時にスイッチを押すと、即消灯しま
す。スイッチを押して点灯させたときは、
10分後に消灯します。

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
に戻すには再度同じ操作を行います。
マップランプはスイッチ①に影響され
ません。
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サンバイザー

サンバイザーの裏側には、ミラーが備え
つけられています。
イグニッションがオンのときにカバーを
開けるとランプ*が点灯します。

赤外線通過ゾーン*

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させるため
に、フロントウィンドウの熱線反射膜が
ない部分が設けてあります。

*仕様により異なります。
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インテリアレイアウト
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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。
エアダクトAはダイアル式の開閉で、室
内と同じ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。

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

②：前席灰皿
ふたを手前に引いて開けます。
取りはずすには、タブを押して手前に引
きます。

③：小物入れ

④：12V電源ソケット
イグニッションオンで電源が供給されま
す。

⑤：ドアポケット

⑥：小物入れ／カップホルダー

⑦：コイントレイ

⑧：ゴミ箱
取りはずすときは、いっぱいに開いてか
ら容器を引き上げます。

⑨：フロントシート背もたれの小物入れ
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外装のお手入れ

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

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

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

内装のお手入れ

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

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

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

ウィンドウガラス、ミラー
市販のガラス専用クリーナーで洗浄して
ください。

フロアマット、カーペット
車外に取りはずし、ほこりや砂を十分に
落として内装用洗剤で洗ってください。
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長期間使用しないとき
車を長期間使用しないときは、保管中の
故障を防ぐために以下の保守を行ってく
ださい。

保管前に行うこと
・タイヤのフラットスポット（変形）を防
ぐために、タイヤ空気圧を規準より30
～50%ぐらい上げてください。
・バッテリーの端子をはずしてください。
・必要に応じて、ボディーカバーをかけて
ください。

保管中に行うこと
1ヵ月に1回程度、バッテリーの端子を接
続してエンジンを数分～数十分かけて
バッテリーを充電してください。
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エンジンルームの点検

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

*仕様により異なります。

2リッターエンジン
①：パワーステアリングフルードタンク
②：ウィンドウウォッシャーとヘッドラン
プウォッシャー*液タンク

③：クーラント（冷却水）タンク
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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

*仕様により異なります。

2リッターエンジン
①：パワーステアリングフルードタンク
②：ウィンドウウォッシャーとヘッドラン
プウォッシャー*液タンク

③：クーラント（冷却水）タンク
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●エンジンオイルの点検

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

●オイルの交換の際は、騒音や排気
ガス規制を順守するためにも、プ
ジョー純正部品のご使用をお勧めし
ます。

オイルフィルター
交換頻度は、この章の「推奨交換時期」
をご覧ください。
交換するオイルフィルターは、プジョー
の純正部品をご使用ください。

●ブレーキフルードの量
ブレーキフルードの量を定期的に確認し
てください。

●ブレーキフルードの交換
ブレーキフルードは、時間がたつと吸湿
して劣化します。定期的に交換してくだ
さい。
交換頻度は、この章の「推奨交換時期」
をご覧ください。

A：上限
B：下限

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。
オイルの消費量が急に増えたり、汚れが
ひどくなったときは、プジョーディーラー
で点検を受けてください。

●オイル交換
交換頻度は、この章の「推奨交換時期」
をご覧ください。
ただし、市街地や山岳地の走行が多いと
きには、オイル交換を早めに行います。

●エンジンルームのエンジンスタイル
カバーを取りはずすときは、止めて
いるクリップを損傷しないように注
意してください。また、取り付ける
ときにも注意して取り付けてくださ
い。
 スタイルカバーがしっかりと取り付
けられていないと、走行中にはずれ
て可動部に巻き込まれるなどして、
故障や事故の原因になることがあり
ます。
●エンジンルーム内の点検をする前
に、エンジンが冷えていることを確
かめてください。
 エンジンが熱いときは、イグニッショ
ンがオフになっていてもファンが回
りだして、思わぬケガをすることが
あります。

1．車を水平な場所に停めま
す。

2．エンジンを停止して15
分以上経過してからオイ
ルレベルゲージを抜き取
り、布でオイルを拭き取
ります。

3．元の穴にいっぱいに差し
込み、再び静かに抜いて
ゲージに付いたオイルで
油量を調べます。
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ブレーキフルードが肌に直接触れるの
は避けてください。腐食性が強く、健
康に害を及ぼすことがあります。

●冷却水の点検
点検は、エンジンを停止してから1時間
以上経過して、冷却水が冷えていること
を確認してから行ってください。
冷却水が少ないときは、冷却水を補給し
ます。冷却水の減りが著しいときは、プ
ジョーディーラーで点検を受けてくださ
い。
冷却水の補給には、プジョー純正クーラ
ントを稀釈して使用してください。

ラジエター内の圧力が低下する前に
キャップをはずすと、高温の冷却水が
噴出し火傷の原因になります。

冷却水の交換は必要ありません。

●パワーステアリングフルードの量
エンジンが冷えて常温と同じ状態のと
き、パワーステアリングのリザーバータ
ンク内のフルードが「MIN」と「MAX」
の間にあれば正常です。
「MIN」より少ないときは、プジョーディー
ラーで点検と補給を受けてください。

環境汚染防止のために、使用済みのエ
ンジンオイルやブレーキフルードなど
は、絶対に地面や下水に廃棄しないで
ください。

ウォッシャー液
タンク内のウォッシャー液が少ないとき
は、プジョーの推奨品で補給してくださ
い。

バッテリー
特に寒冷地の使用では、冬になる前にプ
ジョーディーラーでのチェックをご依頼
ください。

エアフィルター
交換頻度は、この章の「推奨交換時期」
をご覧ください。
市街地やほこりが多いところでの走行が
多いときは、早めに交換してください。
交換はお近くのプジョーディーラーにご
依頼ください。
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電球の交換

電気回路を改造しないでください。

●交換する電球には、油等の汚れを
付けないでください。もし指紋など
が付着した場合は、乾いた布で拭き
取ってください。
●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。
●低温高湿度のときなど、ヘッドランプ
の透明レンズの内側が曇ることがあ
りますが、異常ではありません。ライ
トが点灯すると、数分で消滅します。

ヘッドランプとフロントフォグランプ

①：ロービームヘッドランプ
（H7 12V55 W）

②：ハイビームヘッドランプ
（H1 12V55 W）

③：フロントフォグランプ*
（H1 12V55 W）

H1電球の交換方法
1．交換する電球に対応するリアカバー
を、1／4回転まわしてはずします。

2．コネクターをはずします。
3．固定スプリングのフックを指で押し
ながらはずして、電球をはずします。

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 5 W）

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 21 W）

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。
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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、取りはずします。

2．コネクターを押さえてレンズを1／4
回転してはずします。

3．電球を交換します。

テールランプ

①：ストップランプ（LED）
②：ポジションランプ（LED）
③：方向指示器（21W）
④：リバースランプ（左）（21W）／リア
フォグランプ（右）（21W）

LEDを使用しているランプの交換作
業は、プジョーディーラーにご依頼く
ださい。

方向指示器

1．トランクルームトリムの3本のスク
リューを、車載のトルクスレンチCを
使って緩めてはずします。

2．トランクルーム内のライトを固定して
いる赤い蝶ナットを緩めはずします。
（蝶ナットが固いときはタイヤレンチ
を使用してはずします。）

3．ライトをはずします。
4．バルブホルダー⑤を1／4回転しては
ずし、電球を交換します。

取り付けるときは、電球とバルブホル
ダーの位置を確認してください。
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後退灯／リアフォグランプ

1．トランクルームトリムのうち、トリム
を固定している1つのクリップをはず
します。

2．2本のスクリューを車載のトルクスレ
ンチを使って緩めてはずし、取っ手
を取りはずします。

3．トリムを注意してはがします。
4．バルブホルダー⑥を1／4回転しては
ずします。

5．電球を交換します。

取り付けるときは、電球とバルブホル
ダーの位置を確認してください。

ハイマウントストップランプ
（LED）

LEDを使用しているランプの交換作
業は、プジョーディーラーにご依頼く
ださい。

番号灯（5W）

1．細いドライバーをレンズの片方の穴に
差し込んではずします。

2．レンズをはずします。
3．電球を交換します。
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ヒューズの交換

ヒューズボックスは、助手席のグローブ
ボックス内とエンジンルーム（左側）に
あります。

●ヒューズの交換
交換する前に、ヒューズが不良となった
原因を見つけて処置をしておいてくださ
い。正しい処置をしておかないと、再発
するおそれがあります。
ヒューズは容量によって色分けされてい
ます。必ず同じ色（容量）のヒューズと
交換してください。
ヒューズを交換するときは、ボックスに
備えてある専用ピンセットを使用してく
ださい。

室内側ヒューズ
室内側のヒューズボックスは、助手席の
グローブボックス内にあります。
ヒューズボックスカバーの上側のネジを
1／4回転させると開きます。

正常なヒューズ 切れたヒューズ
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ヒューズ位置 容量 機能（仕様により装備が異なるため、ここでは全車に適合する表記をしています。）

F1 ① 15A 未使用

F2 ② 30A ドアロック

F3 ③ 5A エアバッグ、プリテンショナー

F4 ④ 10A ストップスイッチ、バックミラー、診断コネクター、ステアリングホイール角度検知器、ESPセンサー

F5 ⑤ 30A フロントパワーウィンドウ、サンルーフ

F6 ⑥ 30A リアパワーウィンドウ

F7 ⑦ 5A グローブボックスランプ、ルームランプ、マップランプ

F8 ⑧ 20A カーステレオ、マルチファンクションディスプレイ、アラーム、リア12Vソケット

F9 ⑨ 30A フロント12Vソケット

F10 ⑩ 15A ATコントロールユニット、ストップスイッチ

F11 ⑪ 15A 診断ソケット、イグニッションスイッチ

F12 ⑫ 15A 未使用

F13 ⑬ 5A エンジンヒューズボックス、雨滴／日射センサー

F14 ⑭ 15A メーターパネル、エアコン、エアバッグユニット

F15 ⑮ 30A ドアロック

F16 ⑯ － シャント

F17 ⑰ 40A リアウィンドウデフォッガー

F36 20A パワーアンプ

F39 20A シートヒーター

F40 30A 電動ルーフポンプ
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エンジンルーム側ヒューズ
ヒューズボックスは、バッテリーの横に
取り付けられています。
ヒューズを点検、交換するときは、ヒュー
ズボックスカバーをはずします。
作業後は、カバーがきちんと掛かってい
ることを確認してください。

ヒューズ位置 容量
機能（仕様により装備が異なるため、ここでは全車
に適合する表記をしています。）

① 20A エンジンコントロール、ファン高速リレー

② 15A ホーン

③ 10A ワイパー

④ 20A ヘッドランプウォッシャー

⑤ 15A 燃料ポンプ、キャニスターソレノイドバルブ

⑥ 10A オートマチックトランスミッションコントロール

⑦ 10A ABS／ESPコントロール、パワステ電動ポンプ

⑧ 20A イグニッションスイッチ

⑨ 10A 冷却水量スイッチ

⑩ 30A
エンジンECU（イグニッションコイル、ソレノイド
バルブ、O2センサー）

⑪ 40A エアコンブロアファン

⑫ 30A ワイパー

⑬ 40A BSI（イグニッション＋）

⑭ 30A エアポンプ

⑮ 10A 右ハイビーム、ヘッドランプ

⑯ 10A 左ハイビーム、ヘッドランプ

⑰ 15A 左ロービーム、ヘッドランプ

⑱ 15A 右ロービーム、ヘッドランプ
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車の電気回路は、出荷時に装着され
ている装備に合わせて設計、製作され
ています。
推奨していないアクセサリーの取り付
け、アクセサリーの不適切な取り付け、
ワイヤーハーネスの加工などは、他の
電装品の正常な作動を妨げたり火災の
原因となることがあります。
プジョーでは、当社が供給や推奨して
いない、10mA以上の電流を消費す
るアクセサリーの取り付けや、当社の
指示に従わない装着方法によって発生
した車両、および機器の不具合の修
理については、その費用を負担いたし
ません。
エンジンルームの30A以上の大容量
ヒューズは、車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。
アクセサリーその他の電気製品の取り
付けは、プジョーディーラーにご依頼
ください。
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ワイパーブレードの交換

1．イグニッションをオフにしてから1分
以内にワイパーレバーを下へ押しま
す。

2．ワイパーがメンテナンスポジションに
なります。

3．ワイパーアームを起こし、グリップを
はずしてブレードを交換します。

ワイパーの位置は、イグニッションをオ
ンにして、ワイパーレバーを操作すると
元に戻ります。

燃費の改善について

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。車を最良の状態に保ち燃費を
良くするためにも、定期的に点検整備を
行ってください。

エンジンコンディション　
主要部品については、少なくとも年に1
回は点検を受けてください。

エアフィルター
フィルターがつまるとエンジンの効率が
悪化します。ほこりの多い環境や市街地
での走行が多いときは、こまめに点検を
受けてください。

積載物
トランクルームに不用な積載物が積みっ
ぱなしになっていると、車両重量が増加
して、燃費の悪化につながります。

タイヤ
交換するときは、現車と同一サイズでプ
ジョーが推奨する銘柄、グレードのタイ
ヤを使用してください。

運転方法
エンジン始動後に長時間の暖機運転は
必要ありません。
運転時は、ゆっくり発進し、急加速や空
ぶかしを避けてください。
走行中はなるべく高いギアを選択し、一
定のスピードを保つようにしてください。
走行速度が上がると燃費も悪化します。
法定速度を遵守して、スムーズな運転を
心がけてください。
エンジン始動後の数分間は、適正温度
の状態と比較して2倍以上燃費が悪化し
ます。
あらかじめ走行経路を考慮して、無駄な
走行をなくしましょう。
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推奨油脂類

エンジンオイル
PEUGEOT GENUINE MOTOR OIL
（10W-40）

ブレーキフルード
PEUGEOT DOT4（DOT4）

クーラント
PEUGEOT GENUINE COOLANT
PROCOR TM108
REVKOGEL 2000
GLYSANTIN G33

パワーステアリングフルード
TOTAL FLUID AT42
FLUID DA　部品番号9730.A1

推奨交換時期

車の使用頻度が高いとき、市街地や高温環境下での使用が多いときは、メンテナンス時
期を早めるようにしてください。

●エンジンオイルについて
上記の交換時期は化学合成ベースのオイルを使用したときです。化学合成ベースのオイル
が手に入らないときは、API SH/SJ（ ACEA A3-96）以上を使用して交換頻度を上げ
てください。

エンジンオイル 1年または20,000kmごと

オイルフィルター 1年または20,000kmごと

ブレーキ液 2年または60,000kmごと

エアフィルターエレメント 2年または40,000kmごと

スパークプラグ 2年または40,000kmごと



もしものとき

ホイール（タイヤ）の交換 ････････････････････････････ 7-2

バッテリーが上がったとき ･･･････････････････････････ 7-5

けん引するとき ･･････････････････････････････････････7-7

電動ルーフの手動展開手順（非常時） ･･････････････････ 7-8

17-

もしものとき

７



27-

もしものとき

７

ホイール（タイヤ）の交換

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
ムの中敷板の下に格納されています。

1．ノブをつかんで中敷板を引き上げ、
吊りひもをパーセルシェルフのフック
に引っかけて保持します。

2．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

ボルトキャップ装着車は、専用ピンセッ
ト⑥を差し込んではずします。
盗難防止ボルト装着車は、専用アダプ
ターをかぶせます。

①：ホイールレンチ ④：ホイールレンチアダプター（盗難防止ボルト用）
②：ジャッキ  ⑤：けん引ボルト
③：センタリングツール ⑥：専用ピンセット
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●ホイールの取りはずし

1．硬く平坦な路面で安全な場所に車を
停めます。

2．ハンドブレーキを引き、シフトレバー
をP（パーキング）または1速（マニュ
アルトランスミッション車）の位置に
入れてイグニッションをオフにします。

 取りはずすタイヤと対角位置にある
タイヤに、市販の輪止めを当てます。

3．取りはずすタイヤに近い、ジャッキアッ
プポイントAの下にジャッキを置き、
軽くジャッキアップします。

4．ホイールレンチ①を使用して、ホイー
ルボルトをわずかに緩めます。

5．ジャッキを延ばしてタイヤを軽く浮か
せます。

●スペアタイヤの取り付け
1．センタリングツール③を利用して位
置決めをして、スペアタイヤを取り付
け、全てのボルトをホイールレンチ①
で軽く締め付けます。

2．ジャッキのハンドルを回し、車体を
下ろします。

3．ホイールボルトをホイールレンチ①で
しっかり締めてください。

4．はずしたカバー類を元に戻します。
5． 2～3km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。

6．ボルトをはずして、ホイールを取りは
ずします。
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●タイヤ交換後の処理
1．交換したスペアタイヤの空気圧を確
認してください。

2．はずしたタイヤの修理を早急に行い、
スペアタイヤと交換してください。

●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。
ホルダーはトランクの床の支えを兼ねて
いますので、ないと床が変形します。
タイヤの固定ベルトは、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
ことのないようにしっかり締めてくださ
い。

●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はずれ、落下するおそれがあります。
●ホイールボルトとハブのネジ部に注油したり、他のボルトを使用しないでください。
走行中にネジが緩み、タイヤがはずれるおそれがあります。

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

●スペースセーバータイヤの空気圧は4.2kgm2です。定期的に点検してください。また、
このタイヤ使用時の最高速度は時速80kmです。

●スペースセーバータイヤは一時的な使用に限られています。常用タイヤのパンクなど
で使用したときは、早急にパンクの修理を行い交換してください。

●搭載されているジャッキやレンチ、スペアタイヤは、この車専用です。他の車両に使
用したり、他の車両のものを使用しないでください。

●盗難防止ボルトの専用アダプターを使用するときは丁寧に扱ってください。急激な力
を加えたり、乱暴にレンチを回すと、ピンを破損することがあります。

盗難防止ボルトの専用アダプターの番号を控えておいてください。紛失した際に、番号
から複製を入手することができます。
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バッテリーが上がったとき

万一バッテリーが上がってしまったとき
は、充電器（バッテリーチャージャー）
で充電するか、同じ電圧（12V）のバッ
テリーで始動させます。
接続には、市販のブースターケーブルを
使用します。ケーブルの接続時は、車の
充電系統に損傷を与えないように正しく
接続してください。

エコノミーモード
エンジンが停止してからも、オーディオ
機器などへの電源供給を最大30分間
行います。電源が切れると、マルチファ
ンクションディスプレイに「Economy 
function active」メッセージが表示さ
れます。
引き続きアクセサリーを使用したいとき
は、エンジンを始動して数分間まわして
ください。エンジンをかけていた時間の
倍の間アクセサリーを使用できます。た
だしこの時間は5～30分に限られます。

●充電器を使用して充電
1．バッテリーのケーブルを全てはず
し、バッテリーの端子に汚れがない
ことを確認します。

2．最初に充電器とバッテリーのマイナ
ス端子（ー）を接続し、次にプラス
端子（＋）を接続します。

3．充電器の取説に従って充電し、バッ
テリーにケーブルを接続します。

●エンジンの回転中は、バッテリー
のターミナルをはずさないでくださ
い。

●ケーブルのプラス端子とマイナス端
子を絶対に接触させないでくださ
い。

●バッテリーは可燃性のガスを発生す
るので、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。

●イグニッションをオフにして2分経過
してからバッテリーの接続をはずし
てください。

●バッテリーからケーブルをはずす前
に、パワーウィンドウやサンルーフ
などは閉めてください。

 閉めていないと、充電後に再度の初
期化が必要になります。

●充電後、はずしたケーブルをバッテ
リーに接続してエンジンを始動する
ときは、電子機器の初期化のために
イグニッションをオンにしてから約1
分間待って始動してください。
 何か異常を感じたら、プジョーディー
ラーにご連絡ください。
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●他のバッテリーで始動
1．2つのバッテリーのプラス端子（＋）
を赤いケーブルで接続します。

2．電源を供給する側の車のバッテリー
のマイナス端子（－）に、黒いケーブ
ルを接続します。

3．未接続の黒いケーブルを、充電され
る側の車体に接続します。このとき、
ケーブルはバッテリーのマイナス端子
からなるべく離れた箇所に接続しま
す。

4．スターターを回してエンジンを始動
します。

5．アイドリング状態になるのを待って
からエンジンを停止し、ケーブルを
はずします。

●アイドリング状態になる前にバッテ
リーのターミナルをはずさないでく
ださい。

●ケーブルのプラス端子とマイナス端
子を絶対に接触させないでくださ
い。

●バッテリーは可燃性のガスを発生し
ますので、バッテリーの近くでは火
気を避けてください。

●バッテリー液は腐食性の強い希硫酸
です。万一皮膚にバッテリー液がか
かった場合は、大量の水で洗い流し
てください。
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けん引するとき

●けん引について
けん引ボルトを使用してください。スペ
アホイールやジャッキと一緒に格納され
ています。

吊り上げずに（4輪が接地した状態）け
ん引するとき
けん引時は、シフトレバーをニュートラル
（N）にし、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

カバーの下側を押してはずし、けん引ボ
ルトが止まるまでねじ込みます。

後ろからのけん引

カバーをはずし、けん引ボルトが止まる
までねじ込みます。

吊り上げて（2輪が接地した状態）けん引
するとき
けん引用の車輪に乗せて移動してくださ
い。

●けん引ボルト以外の箇所にけん引
フックをかけないでください。

●けん引するときは、パーキングブ
レーキはオフにしてください。

●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。
・シフトレバーは「N」にしてください。
・50km以内の距離を、低速（時速
50km以下）で移動してください。
・オートマチックトランスミッション
にオイルを追加しないでください。
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電動ルーフの手動展開手順(非常時)
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●各部の名称

リアカバー

トランクリッド

サイドフラップ

リアフラップ ルーフロッキングボルト

油圧バルブ サイドカバー

ラゲッジカバー
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●作業を行う前の留意点
下記の項目がひとつでもあてはまると電
動ルーフは作動しません。手動で閉じる
作業に入る前に、まずこれらの項目を
チェックしてみてください。

・イグニッションがオンの位置（1ノッ
チ目）になっていない。
・ラゲッジカバーが引き出されていない。
・トランクが確実にしまっていない
・ウィンドウが初期化されていない（ウィ
ンドウの項目を参照）
・時速10km以上で走行している
・電動ルーフのヒューズに不良がある
（ヒューズの項目を参照）
・エコノミーモードになっている
・バッテリー電圧が不十分（電動ルーフス
イッチが消灯）
・外気温度が－20度以下

●ルーフを手動で展開する（非常時）

●ルーフは重いので、二人以上で作業
を行ってください。

●作業中はリンクなどに手を挟まれな
いように注意してください。

電動ルーフに故障が発生した場合、手動
でルーフを閉じることができます。周囲
の安全を確認し、手を挟まないように十
分注意して以下の操作を行ってください。

作業を始める前に以下の項目をお守りく
ださい。

・車両を水平で後方周囲に少なくもと
3m以上の空間がある場所に停める
・すべてのウィンドウを下げる
・キーをイグニッションから抜く
・パーキングブレーキをかける

作業に必要な2つの工具は、トランク内
のトランクマット下にある車載工具に収
納されています。

イラスト上部の工具
5mmAと6mmBの六角レンチ

イラスト下部の工具
20番Cと30番Dのトルクスレンチ
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作業をするときは手袋等で両手を保護してください。

1．トランクリッドを開きます。
2．トランクマットについているフック①をラゲッジカバーのバー
②にかけてトランクマットを固定します。
トランクマットの下に油圧バルブがあります。

3．六角レンチのB側を油圧バルブ③にしっかりと差し込み、反
時計回りに180度回します。

1．トルクスレンチのC側を使用して、トランクの両側のサイドカ
バー固定ビス④（6本）を外します。

2．サイドカバー⑤を両側とも取りはずします。
3．両側のトリムからケーブル⑥を引き出します。

ケーブル⑥が見えない場合は、手袋等をした上で慎重にトリム
に手を差し込んで引き出してください。
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1．両側のケーブル⑦を同時に引いて、トランクリッドのロック
を解除します。

2．ケーブルを引いた状態で、トランクリッドヒンジ⑧を慎重に
持ち上げます。少し持ち上がったらケーブルを離し、リッド
部分を支えながら後方に引いてください。

ヒンジが上がると、トランクリッドは上方で固定されます。

1．リアフラップ⑨を手で起こし、垂直に立てます。
2．ルーフ⑩を持ち上げ、展開させながらフロントウィンドウに近
づけます。

3．ラゲッジカバーをフックから外し、収納します。
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リアカバーの取りはずし方
1．ボルト⑪をトルクスレンチのC側を使用してはずします。
2．ボルト⑫をトルクスレンチのD側を使用してはずします。
3．リアカバー⑬を取りはずすと、サイドフラップ駆動モーター
があらわれます。

六角レンチのA側を使用して、ボルト⑭をストップするまで反時
計回りに回し、サイドフラップ⑮を完全に折りたたみます。
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トランクリッドヒンジ⑯全体を前方に倒します。強く押し込んで
留め金⑰が2つのローラーの間に入るまで押し込みます。この際、
リッドはリアフェンダーから少し浮いた状態になります。

1．ルーフを持ち上げて、ガイドに合わせてフロントウィンドウに
できるだけ近づけます。

2．車内側から、ルーフコンソールのプラスチックキャップ⑱を
取り外します。

3．六角レンチのB側を使用して、ルーフロッキングボルト⑲を時
計回りに180度回し、ルーフ先端部にある2つのフックを開
きます。
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1．外側からルーフを確実に閉じます。
2．車内側からルーフロックボルト⑲を反時計回りに180度回し、
ルーフ先端部にある二つのフックを閉じてルーフを固定しま
す。

3．プラスチックキャップ⑱をかぶせます。
4．トランク内の油圧バルブを、六角レンチのB側を使用して時
計回りに180度回します。

5．取り外したカバー、トリム、ボルト、スペアタイヤ、工具をト
ランクに収納し、トランクを閉めます。

手動でルーフを閉じたときはトランクは完全に閉じません。低
速で走行し、ただちにプジョーディーラーで点検を受けてくだ
さい。
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車両データ・索引・付録

識別表示 ･･････････････････････････････････････････ 8-2

外形寸法 ･･････････････････････････････････････････ 8-3

索引 ･･････････････････････････････････････････････ 8-4

付録 ･･････････････････････････････････････････････ 8-9
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●識別表示

D　タイヤ仕様と車体塗色コードラベル
タイヤとホイールサイズ、メーカー名、適正空気圧、車体色など
が記載されたラベルが、運転席側のAピラーに張られています。

A　認証プレート
車両に関する情報が記載されています。

B　車台番号（エンジンルーム内）

C　車台番号（フロントガラス下側）
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●外形寸法

単位：mm

*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。

2610㎜

1500㎜

1760㎜

14
35
㎜

890㎜ 880㎜

4380㎜

1510㎜

1810㎜
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このオーディオには盗難防止機能が付いてい
ます。他の車両では使用できません。
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●フロントパネル ●ステアリングリモコン

1．ボリュームアップ
2．ボリュームダウン
3．シークアップ／トラックアップ
4．シークダウン／トラックダウン
5．ソース（ラジオ／CD／CDチェン
ジャー）

6．メモリーした局の上方移動／次の
ディスク呼び出し

7．メモリーした局の下方移動／前の
ディスク呼び出し

A．電源スイッチ、ボリューム

B．CDイジェクトボタン

C．日本では使用しません。

1．MODE : ディスプレイの表示モードを切り換えます。

 DARK : ディスプレイの表示をオン／オフします。

2．SOURCE : ラジオやCD、CDチェンジャーを選択します。

 BAND : AM、FMの切り替えを行います。

 ♪ : サウンドの調整をします。（バス、トレブル、ラウドネス、バランス、フェードなど）

 LIST : 放送局やCDのトラックを一覧表示します。

3．放送局／ディスク（CDチェンジャー）を呼び出します。（2秒以上押して局のメモリー）

4．MENU : ディスプレイで設定する内容を切り換えます。

 ESC : 一つ前に戻ります。

5．カーソルボタン／「OK（確定）」ボタン
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●電源スイッチ及びボリューム

ボタンを押すと電源が
入り、再度押すと切れ
ます。
ボタンを右に回すとボ

リュームが上がり、左に回すと下がりま
す。

●エンジンがかかっていない時には、
約30分たつと自動的に電源がカッ
トされます。

●盗難防止機構により、このラジオは
当該車でのみ作動し他の車両に接
続しても作動しません。

●サウンド調整

このボタンを押すと、「Bass（低音）」、「Treble（高音）」、「Loudness 
correction（高低音強調）」、「Balance Rear-Front（前後の音量）」、
「Balance Left-Right（左右の音量）」、「Automatic volume（自動音
量調整）」、「Musical ambience（イコライザー）」が順次呼び出されます。

「ESC」ボタンを押すか操作をやめると数秒後に元に戻ります。

「Bass」、「Treble」、「Loudness correction」、「Musical ambience」はラジオ、
CD、CDチェンジャーのソース毎に個別にセットすることができます。

希望する項目を呼び出したら、左右のボタンを押して調整します。

Bass : 右を押すと増強され（最大＋9）、左を押すと弱く（最小－9）なります。
Treble : 右を押すと増強され（最大＋9）、左を押すと弱く（最小－9）なります。
Loudness correction :「Active」でオンになり、「 Inactive」でオフになります。
Balance Rear-Front : 右を押すと前の音が大きくなり、左を押すと後の音が大きくなります。
Balance Left-Right : 右を押すと右の音が大きくなり、左を押すと左の音が大きくなります。
Automatic volume :「Active」でオンになり、「 Inactive」でオフになります。
Musical ambience : 左右のボタンを押すたびに、「無し」、「Classical」、「Jazz-Blues」、

「Pop-Rock」、「Vocal」、「Techno」を選択することが出来ます。
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●ラジオを聴くときは

このボタンを押してラジ
オを選択します。

この ボ タ ン を 押して
FM1、FM2、FMAST、
AMを順次切り替え、希
望するバンドを選びます。

このボタンを2秒以上押すと、FMの信号
が強い放送局を6局自動的に選択して、
FMASTチャンネルにメモリーします。
（オートストア機能）

ボタンを押すと、今受信
している放送局より下か
上の局をサーチします。
サーチは、はじめに電波

の強い放送局を探し（ LOモード）次に電
波の弱い放送局を（DXモード）探します。

予め周波数がわかって
いる放送局を受信する
ときは、上下ボタンを押
して希望する周波数に
合わせます。

自動サーチやマニュアルサーチで受信し
た放送局をメモリーに入れるときは、受
信中に1から6の希望するボタンを2秒以
上押してください。
メモリーされた放送局を呼び出すとき
は、直接その番号のボタンを押します。

走行している地域で受
信可能な放送局が最大
30局まで表示されま
す。

表示された放送局を受信するときは上下
ボタンで選択して「OK」ボタンを押し
ます。
リストを更新するときはこのボタンを1
秒以上押し続けます。

このボタンは日本では
使用しません。

●CDを聴くときは

CDを挿入すると自動的
に再生が始まります。す
でにディスクが挿入され
ているときはこのボタン

を押してCDを選択します。

右のボタンを押すと、次
の曲にスキップします。
左のボタンを押すと今
聴いている曲の最初に

戻るか、前の曲にスキップします。
ボタンを押し続けるとそれぞれ早送りや
早戻し再生をします。

CDのトラックの一覧
を表示します。
表示されたトラックを
再生するときは上下ボ

タンで選択して「OK」ボタンを押します。

ボタンを押すとディスク
が排出されます。
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●CDチェンジャー*を聴くときは

ボタンを数回押してCD
チェンジャーを選択し
ます。CDチェンジャーに
ディスクが入っていない

ときは選択できません。

1から5のボタンを押して希望するディス
クを選択します。

上下のボタンを押すと、
チェンジャー内のディス
クを移動することが出
来ます。

右のボタンを押すと、次
の曲にスキップします。
左のボタンを押すと今
聴いている曲の最初に

戻るか、前の曲にスキップします。
ボタンを押し続けるとそれぞれ早送りや
早戻し再生をします。

*仕様により異なります。

●ディスクのセット

チェンジャー内のマガジンには5枚の
ディスクを収容することができます。

ディスクをセットするときは
CDのレーベル面（印刷されている面）
を上にしてスロットに差し込みます。

ディスクを取り出すときは
1－5のボタンを押し続けます。

CD-ROMなどにコピーしたディスクを
使用すると、正しく再生されなかった
りメカニズムに不具合を生じることが
あります。
規格に合った音楽CDをご使用ください。

●CDの再生設定

ボタンを押してトップ画面を呼び出し、
左右ボタンでオーディオ設定のアイコン
を選択します。

「OK」のボタンを押すと,選択項目が表
示されます。上下、左右ボタンで項目を
選んで設定してください。

cd changer repeat （ rpt ）
「active」でリピートがオンになり、
「deactive」でオフになります。

track random play （ rdm）
「active」でランダムプレイがオンになり、
「deactive」でオフになります。
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このボタンを押すとマルチファンクションディスプレイにトップ画面が表
示されます。

左右ボタンでアイコンを選択します。
また。選択すべき項目を移動します。

上下のボタンを押すと、リストアップされた項目を移動することが出来ま
す。

このボタンを押して選択を確定します。
戻るときは「ESC」ボタンを押します。

●ラジオによるマルチファンクションディスプレイの設定
プジョー307では、仕様によりマルチファンクションディスプレイを使用しての操作設定をラジオのボタンで行います。
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