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ごあいさつ

このたびはプジョー 607 をお買いあげいただき，誠にありがとうございます。

この取扱説明書では，プジョー 607 の取り扱い方法について記載しています。

プジョー 607 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 607 の正しい取り扱い方法をご

理解くださるようお願い申し上げます。

この取扱説明書は車内に保管し，いつでも読み返すことができるようにしてください。

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 607 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。



1重要安全情報

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。

プジョー607を取り扱う前に，この取扱説明書をよく読
んでください。
この取扱い説明書には，車両を安全に取り扱うために必要
な情報が記載されています。また，車両を取り扱ううえで
の危険性や注意点などについても説明されており，それに
伴う事故を避けるためのアドバイスも含まれています。
したがって，これらの警告や注意を守らない場合には，
死亡を含む人的な傷害や車両の破損などにつながる可能
性があることをご理解ください。

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。

●消耗品，アクセサリーについて
プジョー607に使用する消耗品やアクセサリー類は，

プジョー純正部品をご使用ください。市販されている汎

用の消耗品やアクセサリー類のなかには，車両の機器に

適合しなかったり正常な作動を妨げる可能性がある製品

が含まれているかも知れません。プジョー車本来の安全

性や耐久性を損わせないためにも，プジョー純正部品や

アクセサリー類のご使用をお勧めします。

●改造について
プジョー607の非合法な改造は法に触れるだけでなく，

車両の安全性や耐久性を著しく損なうおそれがありま

す。また，車両の保証修理が受けられなくなることがあ

りますので，むやみな改造を行わないようにしてくださ

い。本書に記載のない整備や修理については，プジョー

ディーラーにご用命ください。

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。



2 操作・使用方法早わかり



操作・使用方法早わかり

14.高音用スピーカー

15.ビデオ入力ジャック＊

16.シートヒータースイッチ＊

17.後席灰皿，シガーライター，
後席シートヒータースイッチ＊

18.後席足元吹き出し口

19.アームレスト，小物入れ

20.パーキングブレーキレバー

21.電子制御サスペンション＊，
ドア/トランクロックスイッチ，
サンルーフスイッチ＊
電動リアブラインドスイッチ＊

22.前席灰皿，シガーライター

23.シフトレバー＊

24.カーステレオ

25.空調コントロールパネル

26.時計，マルチディスプレイ＊

27.ステアリングロック，
イグニッションキー

28.ヒューズボックス

29.ドアスピーカー

30.パワーウィンドウ，電動ミラー

31.ESP(スタビリティコントロール)
オン/オフスイッチ＊

32.盗難防止アラームスイッチ＊

33.ヘッドランプ光軸調整＊

34.クルーズコントロール

35.シートメモリーコントロール

＊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。

1. ライトコントロールスイッチ

2. チルトステアリングレバー

3. ステアリングエアバッグ，
ホーンスイッチ

4. メーターパネル

5. ワイパーコントロールレバー，
トリップコンピューター

6. オーディオリモコン

7. ハザードランプスイッチ

8. ダッシュボード中央吹き出し口

9. 日射/照度センサー

10.ダッシュボード吹き出し口

11.助手席エアバッグ

12.グローブボックス

13.サイドウィンドウ吹き出し口
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4 操作・使用方法早わかり
●イモビライザー
プジョー607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。

●自車位置表示機能
ボタンAを押すと，ルームランプが点

灯し，ハザードランプが約20秒間点

滅します。

●スーパーロック＊
盗難防止のためたとえ窓ガラスを壊

しても車内からロックを解除するこ

とは出来ません。

●シートメモリー機能
ドアをロックすると，運転席のシー

トとミラーの位置がリモコンに記憶

されます。リモコン毎にセッティン

グが記憶され，ドアロックを解除す

るとそのセッティングが呼び出され

て，位置に変更があった場合は自動

的に元に戻ります。また，ドアのボ

タンにメモリすることも出来ます。

●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。

●車両を離れる際，ポケットの
中などでリモコンのボタンを誤
って押さないようご注意くださ
い｡気がつかないうちに車両の

ロックが解除されてしまう恐れがありま
す。
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下さい。

●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。

●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。ドアとトランクリッ

ド，フュエルリッドが同時に解錠ま

たは施錠されます。また，ドアミラ

ーが展開，格納されます。

●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秒点灯してドアやトランクリッド

などが施錠され，ミラーが格納され

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，ドアミラーが展

開＊します。

ボタンCを押すと，トランクリッドが

解錠されて開きます。

＊仕様により異なります。
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●セルフチェック
イグニッションをオンの位置に

すると，車両が自動的にシステ

ムを点検し，異常がなければ

OKのマークがメーターパネルに表示

されます。

もし軽微な不具合が発生していると

きは，該当する機能の警告灯がスク

リーンに表示されたあとOKのマーク

が表示されます。

もし重大な不具合が発生していると

きは，該当する機能の警告灯がスク

リーンに表示され，OKのマークは表

示されません。

走行せずにプジョーディーラーにご

連絡下さい。

●マルチディスプレイ
メーターパネルの警告マークが表示

されると，マルチファンク

ションディスプレイにも不

具合の内容が表示＊されま

す。
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●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。

●マニュアルチェック
メーターパネルのチェックボタンを

押して下さい。イグニッションキー

がアクセサリーかオンの時，エンジ

ンがかかっているとき，走行中にボ

タンを押すと以下の状況が表示され

ます。

- 警告すべき不具合

- オートワイパーやオートライトな

どの機能が使用中であるかどうか

もし不具合が発生しているときは，

該当する機能の警告灯がスクリーン

に表示されます。

●走行中はイグニッションを
オフにしないでください。
エンジンが停止すると，ブレ

ーキの倍力装置が作動せず，事故を起こ
すおそれがあります。
●走行中はキーを抜かないでさい。
ステアリングがロックされて事故を起こ
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下さい。
●換気の悪い場所ではエンジンをかけな
いで下さい。

●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。
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6 操作・使用方法早わかり

●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。

●フロント/リアフォグランプ
（リングB）

フロントフォグランプ点灯

/消灯

中立位置

リアフォグランプ点灯/消灯

●パーキングライト
エンジンが停止しているときに方向

指示器を動かすと，動かした側のパ

ーキングライトが点灯します。

●フロントワイパー
3 ：　　 高速作動

2 ：　　 通常作動

1 AUTO： AUTO（自動作動）

0 停止

> ウォッシャー作動（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。

イグニッションをオフにして1分以

上経過するとオートワイパーが解除

されます。必要なとき

は再度ワイパーレバー

を0や2に動かしてから

AUTO の位置に戻して

下さい。

●オートライトシステム
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ヘッドライ

トが点灯し，周囲が明るくなったりワイパーの使用を停止すると自動的に消灯します。

この機能をオンにするためには，イグニッションキーがアクセサリーのポジションで

ライトスイッチをオフにして，レバーの端部のスイッチを2秒間以上押し続

けます。

ダッシュボード前方中央にセンサーがあります。このセンサーを遮蔽すると

オートライトや空調システムが正常に働きません。
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操作・使用方法早わかり 7

●パワーウィンドウ
マニュアルモード：

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。

オートモード：

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）。

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キャン
セルボタン

●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

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回し，動かし

たい側にスイッチを動かしてミラー

の角度を変えます。

調節が終わったら，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
スイッチのツマミを後 方 に回すとミ

ラーが格納されます。

リモコンやキーでドアをロックした

ときにもミラーが格納されます。

●チルトステアリング
ロックレバーAを下げるとチルトステ

アリングのロックが解除されます。

ステアリングホイールの高さと奥行

きを調整し，ロックレバーを引き上

げ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。
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8 操作・使用方法早わかり

＊仕様により異なります。

●電動シートスイッチ

A - シートの前後調節

B - シート座面角度の調節＊

C - シート高さの調節＊

D - 背もたれの角度調節

E - ランバーサポートの調節

（シートバック横のレバー式）＊

F - ヘッドレストの高さの調節＊

M - メモリーセットボタン

●バックセンサー
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，警告音が鳴って

システムが作動します。

障害物に接近するとともに警告音の

頻度が上がり，およそ25センチメー

トル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

に戻すと解除されます。

イグニッションをオンにして、シートとミラーの位置を合わせ,「M」ボタンを押して

から4秒以内に「1」のボタンを押すと一人目の,「2」のボタンを押すと二人目の位

置が記憶されます。

・メモリーの呼び出し

「1」または「2」のボタンを押して記憶させた位置を呼び出します。
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操作・使用方法早わかり 9

1. ブレーキ警告灯＊

2. シートベルト警告灯

3. ハイビームインジケーター

4. ロービームインジケーター

5. タコメーター

6. 左方向指示器インジケーター

7. 燃料計/燃料残量警告灯＊

8. 右方向指示器インジケーター

9. スピードメーター

10. フロントフォグランプインジケーター＊

11. ABS警告灯

12. リアフォグランプインジケーター

13. 自動診断警告灯

14. 冷却水温度計

15. チェックボタン

16. リセットボタン

17. オド/トリップメーター/
サービスインジケーター

18. 警告/ステータスディスプレイ＊

19. メーターパネル明るさ調整ノブ＊

20. メーターパネル明るさ調整ノブ＊

21. 油量/油温計＊

＊仕様により異なります。

●メーターパネル
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10 操作・使用方法早わかり

●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。

607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。

●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。
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操作・使用方法早わかり 11

●セレクターレバーをＮから
ＤまたはＲに入れるときは，
ブレーキペダルをしっかりと
踏みながら行ってください。

急発進して人や物を傷つけるおそれが
あります。

●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
れるときはシフトレバーをPに入れ，ハ
ンドブレーキをかけて下さい。また,エ
ンジンがかかっているときはお子様を
車内に残して車を離れないで下さい。
急発進して事故に至ることがあります。

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

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

●クルーズコントロール
クルーズコントロールは速度が

40km/h以上の時にのみ使用できま

す。

レバーAのリングスイッチをオンにす

ると，警告音とともにインジケータ

ーランプが点灯してシステムが作動

します。

レバーを上又は下に動かすと現在の

速度が記憶されます。

+：設定速度を上げたいとき

- ：設定速度を下げたいとき

キャンセルするとき

レバーを手前に引くか，ブレーキペ

ダルを踏むとクルーズコントロール

がキャンセルされ，レバーを上又は

下に動かすと元の速度に戻ります。
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12 操作・使用方法早わかり

番号 機　能

1 エアコンON/OFFスイッチ
エアコンをカットします。

2 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。

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 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。

5 空調オフボタン
システムがオフになり
ます。

6 運転席温度設定ボタン
ボタンの上下を押して希望
の温度に合わせます。

7 運転席オート設定ボタン
吹き出し口や風量を設定温度
にコントロールします。

8 運転席送風切換えボタン
吹き出し口が切り替わります。

9 風量調節ボタン
+を押すと風量が増えます。

10 助手席送風切換えボタン

11 助手席オート設定ボタン

12 助手席温度設定ボタン

第
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操作・使用方法早わかり

●CDチェンジャーコントロール付AM/FMカセットステレオ
A 電源スイッチ，ボリウム　　　　

B ラジオ選択ボタン（2秒以上押して放送局の自動メモリー）

C カセットテープ選択ボタン（2秒以上押してドルビー選択）

D CDチェンジャー選択ボタン（2秒以上押してシャッフル）

E カセットイジェクトボタン

F サウンド調整ボタン（+）

G サウンド調整呼び出し（バス，トレブル，ラウドネス，バランス）

H サウンド調整ボタン（-）

I 交通情報（1620KHz，ラジオモードの時のみ）

J AM/FM切り替え（FM1，FM2，FMT，AM）

K マニュアル周波数選択

L シークダウン（下の周波数へサーチ）/テープ巻き戻し/前のトラックへ移動

M シークアップ（上の周波数へサーチ）/テープ早送り/次のトラックへ移動

1-6放送局のメモリー呼び出し（2秒以上押して局のメモリー）/ディスクの呼び出し

●ステアリングリモコン
1 ボリウムアップ　

2 ボリウムダウン

3 シークダウン/

トラックダウン

4 シークアップ/

トラックアップ

5 ソース（ラジオ/テープ/CD）

6 メモリーした局の上方移動/次の

ディスク呼び出し/テープ反転

7 メモリーした局の下方移動/前の

ディスク呼び出し/テープ反転

●CDチェンジャー
トランクの左側に備え付けられていま

す。スライドカバーAを開け，ボタンB

を押してカートリッジCを取り出しま

す。トレイを引き出し，CDのレーベル

面を上にしてセットします。

第
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14 操作・使用方法早わかり

●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。

・　一般情報

・　トリップコンピューター＊

・　画面設定
・　外部ビデオ入力＊　　

グローブボックス内のコネクタ
に接続したビデオカメラなどの
映像を見ることができます。

●一般情報
以下の情報を表示します。

・　時間

・　外気温

・　日付

・　走行可能距離＊

・　カーオーディの情報

・　目的地までの距離

●画面設定
この画面では全体の設定状況を表示

しています。

つまみを押すと項目の一覧が表示さ

れますので，つまみを回して設定の

変更を希望する機能を選び，つまみ

を押して確定します。

Language：表示言語

Colour：画面の背景色

Brightness：画面の明るさ

Units：速度，温度の単位

Date：日付

Hour：時間

マルチファンクションディスプレイ操作ボタン

＊仕様により異なります。

注）この項の画面は欧州仕様車のものです。

：トップ画面に戻ります。 ：操作を取り消して前に戻ります。

：選択肢を表示します。2秒以上押し続けると画面が消えます。



操作・使用方法早わかり

●表示言語の変更
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」の位置でつまみを押すと終了

します。

●画面位置の調整
つまみを回して上下左右に画面を移

動させ，中央に合わせます。

●画面の基本色の変更
つまみを回して希望する色を選び，

つまみを押して確定します。

Day/Night Automaticのチェック

を外すと，ライトを点灯したときに

自動的に夜間用の設定に変わる機能

がキャンセルされます。

「OK」の位置でつまみを押すと終了

します。

●画面の明るさの調整
つまみを時計回りに回すと明るくな

り，反時計回りに回すと暗くなりま

す。つまみを押すと終了します。

画面の明るさは，日射センサーによ

ってあらかじめ設定されていますの

で，ここではある範囲の調整しかで

きません。

第
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16 操作・使用方法早わかり

●時間と日付の設定
つまみを回して「時」を選択し，つ
まみを押して確定します。つまみを
時計回りに回すと数字が大きくなり，
反時計回りに回すと小さくなります。
つまみを押して確定します。
同様にして「分」や「日」，「月」，
「年」を設定します。

●ナビゲーションシステム
センターコンソール内のナビゲーシ
ョン用リモコンの「AV/NVG」を押
すとナビ表示に切り替わります。ナ
ビの操作については別冊の取扱説明
書をご覧ください。ナビ画面の時は
警告メッセージは表示されません。

●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2つのルート（Route1/Route2）の

情報をきりかえて表示しますので，

例えばルート1を月間の走行の平均に，ルート2を旅行用と使い分けることができます。ル

ートは，トリップコンピューター表示中に「MODE」ボタンを押して設定します。レバー先

端のスイッチを2秒以上押し続けると，コンピューターがリセットされます。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。

●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。

●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。

●瞬間燃料消費量
過去数秒間の燃料消

費量を表示します。

●平均燃料消費量
コンピューターをリセットし

てから現在までの平均燃料消

費量を表示します。

●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。

●走行時間
コンピューターを

リセットしてから

現在までの走行時

間を表示します。

第
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●目的地までの距離
あらかじめ設定した距離

までの残りを表示します。



●フュエルフラップ
フラップのロックはドアに連動していま

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。

フラップの裏側には空気圧を表示したラベ

ルが貼られています。

●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。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。

燃料タンクの容量は約80リットルです。 ●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。
●燃料残量警告灯

タンクの燃料が少なくなると，警告音とともにこの警告灯が点灯し，ディス
プレイに「Fuel level low」（燃料が少ない）のメッセージが表示されます。
早めに給油をしてください。

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。

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。

●トランクを開けるには
ドアロックを解除した状態で607の

バッジのスイッチAを押してくださ

い。

キーを使用して，ノブBを1/4回転さ

せるとスイッチAを押してもトランク

が開かなくなります。

操作・使用方法早わかり
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第 2 章　安全

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

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

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

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

サイド/カーテンエアバッグ................................................7-8



警告ラベル-エンジンルーム内 1
お車には，次の警告ラベルが貼られています。かならずラベルの指示を守ってください。

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

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 （DAN-
GER）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。

燃料カットオフ装置リセット（復帰）ボタン
このリセットボタンを押すと，自動的にカットされた燃料の供給
を再開させてエンジンの再始動が可能になります。
事故などで車体に損傷を受け，特にガソリン臭がする場合には，
リセットボタンを押してエンジンを再始動しないでください。重
大な二次災害（車両火災）につながるおそれがあります。



警告ラベル-車体 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。

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。



注意

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

●シートベルトの部品をむやみに外したり改
造しないでください。衝突の際に作動しなく
なるおそれがあります。また，誤ってプリテ
ンションシステムを作動させるとケガをする
おそれがあります。

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

●シートベルトプリテンションシステムは，
一度しか作動しません。作動後はかならず部
品交換が必要になりますので，プジョーディ
ーラーで整備を受けてください。

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

シートベルト 3

●シートベルトの高さ調整
ベルトを引き出し，ノブを押さえながらア

ンカーを上下にスライドさせてベルトが肩

先と首との間に当たるようにあわせます。

●フロントシートベルトの着用
水平方向にあるベルトが腹部でなく腰骨に

当たるようにして，バックプレートをバッ

クルにカチッと音がするまで差し込みま

す。バックルの赤いボタンを押すとはずれ

ます。

●フォースリミッター付シートベ
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。



チャイルドシート 4

プジョーでは，お子さまが乗る場合の安全を十分配慮して車の設計と製造を行って

おりますが，お子さまが同乗する場合の安全対策については，常に大人の方が十分

ご注意いただくようお願いします。

●チャイルドシート（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，小さなお子さまはチャイルドシートなどを

併用したうえでシートベルトを着用させてください。

このタイプのシートは生後およそ 9 ヶ月（または体重 10Kg 位）迄のお子さまに適しています。

減速時に首に負担がかからないよう，進行方向と反対向きに取り付けてください。

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

お使いください。後席に，2 点または 3 点式シートベルトで固定します。

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

たとえ短時間の乗車でも，チャイルドシートとシートベルトを着用してください。

また思わぬ事故を防ぐためにも，リアドアのパワーウィンドウが作動しなくなるキャンセルスイ

ッチや，室内からリアドアを開けられなくするチャイルドロックをご利用ください。

後席の窓は 3 分の 2 以上開けないようにしてください。

警告

●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
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●助手席エアバッグシステム
運転席エアバッグと同様の機能を持ってお

り，同時に作動します。

●助手席エアバッグ警告ラベル
エアバッグが展開すると，大きな衝撃がか

かって怪我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。

フロントエアバッグ 5

フロントエアバッグシステムは，前方

から極めて強い衝撃を受けたときにエ

アバッグが乗員とダッシュボードとの

間でふくらみ，シートベルトが身体を

拘束する効果と併せて乗員の身体がハ

ンドルやダッシュボードに打ちつけら

れる衝撃をやわらげる装置です。この

エアバッグは，運転席と助手席の２箇

所に装備されています。

●運転席エアバッグシステム
車両の正面衝突においては，エアバッグシ

ステムとシートベルトプリテンショナーの

電子センサーが急激な減速度を感知し，あ

る一定のレベルを超えると電気パルスをシ

ートベルトプリテンショナーに送ってシー

トベルトを引き上げます。

衝撃が非常に強い時は，センサーはさらに

次の電気パルスをステアリングホイール中

央に取り付けられたエアバッグシステムに

送ります。ステアリングホイール内に折り

たたまれていたエアバッグは瞬時に膨らん

で，運転者の胸や頭がステアリングホイー

ルに強く打ち付けられるのを和らげた後，

内部のガスが後方に抜けてしぼみます。

このガスには，若干刺激性があります。

＊仕様により異なります。



フロントエアバッグ 6
●エアバッグが作動する場合
正面からの強い衝撃が加わったときに作動

します。

●エアバッグが作動しない場合
側面や後方からの衝撃に対しては作動しま

せん。また，正面からの衝撃であっても，

シートベルトで乗員の保護が行える程度で

ある場合にも作動しません。

●エアバッグが作動した場合
エアバッグは一度しか作動しません。

事故の後には，必ずプジョーディーラーで

点検や部品の交換を行ってください。

●エアバッグ警告灯
走行中に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。

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。

注意

●エアバッグ単独では衝撃を吸収する効果が
十分ではありません。かならずシートベルト
を正しく着用してください。
●ステアリングホイールと助手席ダッシュボ
ードにエアバッグが組み込まれています。正
しく作動させるために次のことをお守りくだ
さい。
・エアバッグの組み込まれた箇所にカバーを
かけたり，ステッカーなどを貼らないでく
ださい。
・助手席側のダッシュボードの上に物を置い
たり，立てかけたりしないでください。
エアバッグがふくらむときに置いた物が飛
び，乗員がケガをするおそれがあります。
・エアバッグや近くにある部品をむやみに外
さないでください。衝突の際に作動しなく
なるおそれがあります。また，誤ってエア
バッグを作動させるとケガをするおそれが
あります。
・ステアリングホイールやダッシュボードに
近づきすぎる乗車姿勢では，作動したエア
バッグによりケガをするおそれがあります。
●エアバッグは 10 年間機能するよう設計さ
れています。それ以降は，プジョーディーラ
ーで部品を交換してください。

＊仕様により異なります。



サイド/カーテンエアバッグ 7
●サイドエアバッグシステム＊
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。

カーテンバッグシステムは，フロントピラ

ーとルーフに内蔵されています。

サイドエアバッグやカーテンエアバッグ

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

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。

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。

シートバックやルーフピラーに折りたたま

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。

●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。

＊仕様により異なります。



サイド/カーテンエアバッグ 8
●エアバッグ警告灯

走行中に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。

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。

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。

●フロントシートや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。

・シートカバーをかけないでください。

・ドアに寄りかからず離れた位置に着席してください。
近づきすぎる乗車姿勢では，作動したエアバッグによりケガをするおそれがあります。

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

・フロントシートを取り外したり，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 10 年間機能するよう設計されています。
それ以降は，プジョーディーラーで部品を交換してください。
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キー，リモコン 1
プジョー 607 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

のドアやトランク，フュエルリッドの

施錠・解錠が同時にできます。

また，ドアミラーが連動して展開・格

納＊します。

●キー
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 D を押すと鍵が飛び出します。

ドアを解錠または施錠するには，キーを運

転席のドアのキーシリンダーに差し込んで

回してください。他のドアとトランクなど

が同時に解錠または施錠されます。

どちらかのフロントドアかトランクが開い

ている状態では，集中ドアロックは作動し

ません。

＊仕様ならびに個々の設定により異なります。

●選択解錠システム＊
この機能を使用したいときは，あらかじめ

プジョーディーラーにシステムのセットを

依頼してください。

ボタン B を押すと，運転席側のドアロッ

クが解除され，ドアミラーが展開します。

もう一度ボタン B を押すと，他のドアや

トランク，フュエルリッドが解錠されます。

ボタン C を押すと，トランクリッドに連

動してドアも解錠されます。

●自車位置表示機能
施錠している状態でボタン A を押すと，

ルームランプが約 20 秒間点灯し，ハザー

ドランプが約 10 秒間点滅して自車位置を

示します。

●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，ハザードランプが一回約 2 秒間点

灯し，ドアとトランクなどのロックが同時

に施錠されます。

ボタン B 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

同時に解錠されます。

ボタン C を押すと，トランクリッドだけ

が解錠されて開きます。



キー，リモコン 2
●電池（CR2025 3V）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にメ

ッセージが表示されます。

プジョーディーラーに電池の交換をお申し

付け下さい。

●初期化
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。

・直ちにボタン 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。

注意

●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
除されてしまう恐れがあります。
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下さい。
リモコンは，イグニッションがオフであって
もステアリングロック位置では作動しません。

●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。思わぬ事故やけがのもととなり
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 を押してから 5 秒以内にもう一

度押すか，キーを回したまま 2 秒間待っ

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。

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。＊



ドア，ドアロック，チャイルドロック 3
●ドアロックノブ
ロックボタン A を押すと，ドアとトランク，

フュエルリッドの施錠・解錠ができます。

また，フロントドアのノブ B を操作しても，

他のロックが連動して作動します。

リアドアのロックノブを動かしても他のロッ

クは連動しません。

●ドアハンドル（内側）
開けるときは，ハンドルを手前に引きます。

●半ドア警告
エンジン回転中にドアが開くと，マルチファ

ンクションディスプレイに「Door open（半

ドア）」のメッセージが表示/図示されます。

●ドアハンドル（外側）
開けるときは，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。

●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

ています。

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。



サンルーフ，トランク 4

●トランク
リモコンのボタン C を押すか，トランクリッドのボタン A を押してください。

キーを使用して，リッド内側のノブ B を時計方向に回すとボタン A を押してもトランクが開か

なくなります。

●トランク閉め忘れ警告
トランク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「Boot open（ト

ランク開放）」のメッセージが表示/図示されます。

●電動サンルーフ＊
サンルーフを開けるときはスイッチの B

部分を，閉めるときは A 部分を押します。

チルト：サンルーフが閉まっているときに

スイッチの A 部分を押すとチルトアップ

し，B 部分を押すと閉まります。

挟み込み防止機構があり，障害物があると

停止して少し開きます。

警告
サンルーフから身を乗り出したまま走行しない
でください，急ブレーキ時や衝突時に転落して，
大けがをするおそれがあります。



ボンネット，フュエルキャップ 5

●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

ロックレバーを上げながら持ち上げます。

●ボンネットを閉めるには
ボンネットを引き下げて下から 30 ㎝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，

マルチファンクションディスプレイに

「Bonnet open（ボンネット開放）」のメ

ッセージが表示/図示されます。

●フュエルキャップ閉め忘れ警告
キャップを完全に閉めずに走行する

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「Fuel tank

access incorrectly locked（フュエルキ

ャップロック不完全）」のメッセージが表

示されます。

●フュエルリッド
フュエルリッドのロックは，ドアやトラン

クに連動しています。

ロックを解除した状態で，リッドの前方を

手で押すと開きます。

●フュエルキャップ
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 80 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。

給油が終わったら，キャップを閉めます。

警告

●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。

●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。熱でガソリンが膨張してあふれ，火災を起
こすおそれがあります。

●給油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。



アラーム 6

プジョー 607 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，ドアやトランク，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。

注意
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。5 分以内に，リモコンを使用して

ロックまたはスーパーロック＊します。

ロックボタン B 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。

ロック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｡

●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 10 秒以内に，

ロックボタン B のインジケーターランプが

連続して点灯するまでボタン A を押します。

車両の外へ出，リモコンを使用してロックま

たはスーパーロック＊します。

ロックボタン B 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。

●リモコンの故障
アラームがセット状態で，リモコンによる

解錠が出来ない場合は；

・キーでドアを開け（アラームが作動），

・ 10 秒以内にイグニッションをオン

にすると，解除することが出来ます。

●アラームの故障
イグニッションをオンにしたとき，ロック

ボタン B のインジケーターが 10 秒間点

灯する場合は，警報の回路に異常がありま

す。ディーラーで点検をしてください。
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センターコンソール 1
各種装置

１. 小物入れ

２. シガーライター

３. 灰皿

灰皿を取り出すときには，カバーを押してください。

４. 操作ボタン

A: 電子制御サスペンション選択スイッチ

B: 集中ロックボタン

C: サンルーフスイッチ＊

D: リア電動サンシェード＊

５. アームレスト

６. 後席灰皿

灰皿を取り出すときには，カバーを開けて本体を

引き出してください。

７. 後席シガーライター

８. リアシートヒータースイッチ＊

＊仕様により異なります。

センターアームレスト

１. アームレストリリースノブ

ノブ 1 を引き上げながらアームレスト

を斜め前方に引き出します。戻すとき

は後方へ押し下げてください。

２. ポケットオープンノブ

ノブ 2 を引き上げると，ＣＤやコイン

を収納するポケットがあります。

３. トップカバーオープンノブ

ノブ 3 を引き上げると一番上のカバー

だけが開きます。

注意
シガーライターの金属部は高温になります。火傷にご注意くだ
さい。ソケットからは，純正アクセサリーで指定する以外の機
器の電源を採らないでください。火災防止のため，マッチやた
ばこの火は完全に消して，ふたをしっかりと閉めてください。
また，灰皿には紙屑などの可燃物を入れておかないでください。



ステアリング，グローブボックス 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＊
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，トランクルームに物を積

んだとき

３　ドライバーのみでトランクルームがい

っぱいのとき

放電灯ヘッドランプ装着車＊では，こ

の調整は自動的に行われます。

＊仕様により異なります。

●チルトステアリング
ロックレバーを押し下げるとチルトステア

リングのロックが解除されます。

ステアリングホイールの高さや奥行きを調

整し，ロックレバーを引き上げてチルトス

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。

●グローブボックス
E ：空調エア導入ダクト

F ：ペンホルダー

G ：ビデオ入力ソケット＊

ハンドルを引くと開き，中の照明が点灯し

ます。

上部のエアダクトは開閉式で，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。

警告
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
ぶつかって，大けがをするおそれがあります。



●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＊
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。

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，チャイムと共にステータスディスプレイにアイコンが表示されます。

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。

システムの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し，ロービーム

ヘッドランプインジケーターが点滅してドライバーに故障の発生を通知します。

プジョーディーラーでシステムの点検を受けて下さい。

●パーキングライト
エンジンが停止しているときに方向指示器を動かすと，動かした側のパーキングライトが点灯し

ます。

●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，約 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たままになります。

●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。

照明装置 3

＊仕様により異なります。



●方向指示器
右方向に出す場合：ライト

スイッチレバーを上に動か

してください。

左方向に出す場合：ライトスイッチレバー

を下に動かしてください。

ハザードスイッチを押しているときは，方

向指示器は作動しません。

●リアフォグランプ

リアフォグランプ点灯

ヘッドランプがオンのときに点灯します。

リング B を手前側に回すと点灯し，もう一

度手前に回すと消灯します。

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 B

で行います。

ポジションランプかヘッドランプがオンの

ときに点灯します。

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。

フォグランプ，方向指示器，ハザードランプ 4

注意
イグニッションキーがストップ位置またはキー
が差し込まれていない状態で，ライトスイッチ
をオンにしたまま運転席側のドアを開けると，
ライト消し忘れブザー＊が鳴ります。

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。

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

●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。



メーターパネル 5
●メーターパネル： 3 リッターエンジン車

1. ブレーキ警告灯＊

2. シートベルト警告灯

3. ハイビームインジケーター

4. ロービームインジケーター

5. タコメーター

6. 左方向指示器インジケーター

7. 燃料計/燃料残量警告灯＊

8. 右方向指示器インジケーター

9. スピードメーター

10. フロントフォグランプインジケーター＊

11. ABS 警告灯

12. リアフォグランプインジケーター

13. 自動診断警告灯

14. 冷却水温度計

15. チェックボタン

16. リセットボタン

17. オド/トリップメーター/
サービスインジケーター

18. 警告/ステータスディスプレイ＊

19. メーターパネル明るさ調整ノブ＊

20. メーターパネル明るさ調整ノブ＊

21. 油量/油温計＊
＊仕様により異なります。



メーターパネル 6

●冷却水温度計
針が A のゾーンにあるときには，水温は

適正です。

針が B のゾーンにあるときには，オーバ

ーヒートの状態です。

｢STOP｣警告灯が点灯します。直ちに車を

安全な場所に止めて，ボンネットを開けて

ください。

そのまましばらく冷却水温度計の針が下が

るのを待ってください。

●トリップメーターリセットボタン
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。

●エンジン油量/油温計
イグニッションをオンにすると，約 20 秒

間油量を表示した後，油温を表示します。

油量：

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。針が C のゾーン

にあるときには，油量は適正です。

針が D のゾーンにあるときには，油量が

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。

油温：

針が E のゾーンにあるときには，油温は適

正です。針が F のゾーンにあるときには，

油温が高すぎます。温度が下がるまで速度

を落として走行してください。

●メーターパネル照明コントロー
ラー＊

自動調整モード：

メーターパネルの明るさは，周囲

に明るさに応じて自動的に調整さ

れます。昼間は明るさを変えるこ

とは出来ません。夜間は，ボタン B を押す

と明るくすることが出来ます。

明暗をマニュアルで設定したいときには，

プジョーディーラーで自動調整モードの解

除を依頼してください。

ボタン A を押し続けると明から暗へ，B

を押し続けると暗から明へと変化しますの

で，メーターパネルの明るさを調整するこ

とができます。



ABS（アンチロックブレ
ーキ）警告灯＊

STOP 警告灯

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 7

バッテリー警告灯

イグニッションキーがアクセサリーの位置

にあるときのほか，以下の状態により充電

が行われないときに点灯します。

・　オルタネーターベルトが切れているか

緩んでいる

・　バッテリのターミナルが緩んでいる

・　オルタネーターの故障

エンジン油圧警告灯

この警告灯が点灯すると，STOP 警告灯も

同時に点灯します。点灯した場合は，エン

ジンオイルの圧力またはオイル量が不足し

ていますので直ちにエンジンを止め，オイ

ル量を点検し，必要なら補給してください。

冷却水量警告灯＊

冷却水量が不足しているときに点灯しま

す。直ちに車を安全な場所に止めて，エン

ジンが冷えるのを待ってから，冷却水を補

充してください。

自動診断警告灯

イグニッション ON で点灯し，エンジンが

始動すると消灯します。

この警告灯が点滅したり点灯した場合は，

点火系統または燃料噴射系統の故障です。

そのまま走行を続けると触媒装置がダメー

ジを受ける場合があります。プジョーディ

ーラーで点検を受けてください。

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

イグニッションを ON にしたとき２～３

秒間点灯し，その後消灯します。

消灯しないか，走行中に点灯したときは，

アンチロックブレーキとしては作動せず，

通常のサーボアシスト付きブレーキとして

機能します。

ESP/ASR 警告灯＊

警告音と共に表示されたときは，ESP/ASR
システムに異常が発生しています。

半ドア警告灯＊

ドア，トランク，ボンネットのいずれかが

完全に閉まっていない場合に点灯します。

フュエルキャップ警告灯＊

フュエルキャップが完全に閉まっていない

場合に点灯します。

電球断線警告灯

灯火器の電球が断線している場合に点灯し

ます。



警告灯類 8

ブレーキ警告灯

ブレーキ液が不足しているか，ブレーキ分

配システムの異常の場合に点灯します。

燃料残量警告灯

この警告灯が点灯した時点から，通常の走

行状態で約 50km 走行できます。

早めに燃料を補給してください。

燃料タンクの容量は約 80 リットルです。

警告
高速道路など自動車専用道路での燃料切れは
道路交通法違反になります。走行前に燃料が
十分あることを確認してください。

エアバッグ警告灯

警告音と共にメッセージが表示されたとき
は，エアバッグシステムに異常が発生して
います。

助手席エアバッグ解除警告灯＊

＊仕様により異なります。

警告音と共にマルチファンクションディス
プレイにメッセージが表示されます。助手
席エアバッグは作動しません。

ブレーキパッド摩耗警告灯＊

ブレーキパッドの残量が少なくなっている

場合に点灯します。プジョーディーラーで

ブレーキパッドの交換をして下さい。

シートベルト警告灯

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。

イモビライザー警告灯

イモビライザーが正常に作動していない場

合に点灯します。

ウォッシャー液警告灯＊

ウィンドウ/ヘッドライト＊ウォッシャー

液が不足している場合に点灯します。

タイヤ空気圧警告灯＊

タイヤの空気圧が不足している場合に点灯

します。

自動光軸調整警告灯＊

ヘッドライトの光軸調整システムに異常が

ある場合に点灯します。

AT システム警告灯

オートマチックトランスミッションに異常

がある場合に点灯します。

システム警告灯＊

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。

ブレーキ警告灯

パーキングブレーキがかかっているときや

完全に戻っていない場合に点灯します。



●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。

サービスインジケーター 9
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。

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



● 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

ステータスディスプレイにアイコン

が表示されます。

機能をオフにすると，警告音と共に

ステータスディスプレイにアイコン

が表示されます。

システムに異常が発生すると，マルチファ

ンクションディスプレイに「Rain sensor

fault（雨滴センサー故障）」のメッセージ

が表示されます。

ワイパーレバーで操作してください。

また，プジョーディーラーで点検を受けて

ください。

ワイパー，ウォッシャー 10

＊仕様により異なります。

●フロントワイパー
ワイパーレバーを図のような 4 段階の位

置に動かして作動させます。

3 高速作動

2 通常作動

1 AUTO

0 停止

●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。積雪時の駐車やワイパー交

換時に使用します。

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。

ウォッシャー液が不足すると，警告

音と共にマルチファンクションディ

スプレイに「Screenwash fluid

level too low（ウォッシャー液不足）」の

メッセージが表示されます。

早めに補充してください。



空調装置 11
吹き出し口



空調装置 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. 後席用吹き出し口

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
ています。また，一部の電磁波も減衰します。
そのため，バックミラーの周囲に 2 ヶ所赤外線や電磁波信号を通過させるために反射膜が無い部
分がもうけられています。
赤外線リモコンや赤外線センサーなどをフロントウィンドウの内側に設置するときは，あらかじ
めプジョーディーラーにご相談ください。



注意
ダッシュボードの上に室内センサーがあります。
この上に物を置いたりしないでください。希望し
ている温度に調整されない場合があります。

空調装置 13
オートエアコン

●左右独立式コントロール
運転席と助手席で別々に温度や吹き出し口

の設定が出来ます。

オートモードでは，それぞれのディスプレ

イに表示されている温度になるまで自動的

に内気/外気の切り替えや風量，吹き出し

口が選択されます。

●温度調節ボタン
ボタン 1 ：助手席側

ボタン 2 ：運転席側

ディスプレイの表示を希望の

温度に合わせます。ボタンの上を押すと温

度が上がり，下を押すと温度が下がります。

●オートモードボタン
ボタン 3 ：助手席側

ボタン 4 ：運転席側

ディスプレイの表示温度を保

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
天候や乗車状況によってはオ

ートプログラムを選択してい

ても，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 5 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。この際，「AUTO」と「AC」とフ

ァンのマークが点灯します。
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●送風切換えボタン
ボタン 6 ：助手席側

ボタン 7 ：運転席側

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

●エアコンボタン
エアコンＯＮ/ＯＦＦボタン

8 を押すと，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。

●システム停止ボタン
このボタン 9 を押すと，リ

アウィンドウデフォッガー

を除き，すべての機能がオ

フになります。

●風量調節ボタン
風量を調節します。ボタン

10 の + を押すと風量が増

えます。設定に応じてファ

ンのマークが変化します。

●内/外気切換えボタン
ボタン 11 を押すとと，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

使用します。外気導入に戻すにはもう一度

ボタンを押します。

●リアウィンドウデフォッガー
エンジンがかかっているとき

にボタン 12 を押すとリアウ

ィンドウやドアミラーの曇り

をとります。約 15 分後に自動的にスイッチ

が切れます。作動中にエンジンを止めると次

にエンジンをかけたときに再度オンになりま

す。途中で止めたいときにはまたボタンを押

して下さい。

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

エアコンを使用していても冷気がでないとき
は，使用を中止してプジョーディーラーにご連
絡ください。

●システムの異常
温度設定表示の小数点が点滅しているとき

は，システムに異常が発生しています。

プジョーディーラーで点検を受けてくださ

い。
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●フロントパワーウィンドウ
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

・ワンタッチパワーウィンドウ

「A」のマークが付いています。

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。

冬期など氷結のために挟み込み防止機能が働いてしまい，ウィンドウを閉じることが出来ないと

きは以下のようにしてください。

a : 一度完全にウィンドウを下げます。

b : 直ちにウィンドウが完全に閉まるまで，スイッチを引き続けてください。

・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。

●リアパワーウィンドウ
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

●リアウィンドウ用ロックスイッチ
ボタン 5 が出た状態では，リアドア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。

また，後席用のシガーライターが使用できなくなります。

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。

＊仕様により異なります。
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●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節し

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，シフトレバーがバック位置になると

後方視界を確保するために一時的に明るく

なります。

●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イッチ

B のツマミを左側に，右側であればツマ

ミを右側に回します。

ミラーは上下・左右に角度が変えられま

す。動かしたい側にツマミを倒してくださ

い。調節が終わったら，スイッチのツマミ

を中立位置に戻してください。

後退時のミラー位置変更＊：

方向指示器を操作してからシフトレバーを

バックに入れると，方向指示器の側のミラ

ーが下向きにセットされます。

あらかじめこの操作をして，希望する位置

を記憶させておいてください。

●ドアミラーの格納＊
スイッチのツマミを A の位置に回すと，ミ

ラーを格納することができます。

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。

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。

●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。

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。

＊仕様により異なります。



シートの前後調節：

スイッチを前後にスライドしてシートの位置を調節してください。

シート座面角度の調節：

スイッチの前部を上下してシートの角度を調節してください。

シートの高さ調節：

スイッチの後部を上下してシートの高さを調節してください。

背もたれの角度調節：

シート横のスイッチを前後に倒して好みの位置に調節してください。

ランバーサポート（機械式）：

レバーを回して好みの位置に調節してください。

ヘッドレストの高さ調節：

スイッチを上下してヘッドレストの高さを調節してください。

フロントシート 17
●フロントシートの調整（電動）

A

E

B

C

D

F

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。



●シートポジションメモリー＊
体に合わせたシート位置とドアミラーの角度を

4 人分（リモコンキーに２人 + ドアスイッチ

に２人）まで記憶させて，ワンタッチで呼び出

すことができます。

リモコンに記憶させるには:

・リモコンで施錠すると，その時点の運転席

とドアミラーの位置がそのリモコンに記憶

されます。個々のリモコンがそれぞれの位

置をメモリします。

ドアスイッチに記憶させるには：

・イグニッションキーをオンの位置にして，シートとミラーの位置を合わせます。

・ M ボタンを押して 4 秒以内に 1（一人目のドライバー）あるいは 2（二人目のドライバ

ー）のボタンを押します。チャイムが鳴って記憶が完了します。

新しい位置を記憶させると，前の記憶は削除されます。

記憶を呼び出すには：

・リモコンでロックを解除すると，そのリモコンでロックした時点からシートやミラーが動い

ていれば，もとの状態に戻します。

・イグニッションがオフのときに 1 か 2 のボタンを一度押します。セットした状態とシート

やミラーの位置が異なれば，自動的にそれぞれのスイッチでセットした位置に移動します。

完了するとチャイムが鳴ります。

・エンジン回転中は，ボタンを押し続けると，同様にミラーとシートがセットされます。セッ

トが完了するとチャイムが鳴ります。

フロントシート 18

●シートヒータースイッチ＊
エンジンがかかっているときに使用できま

す。

スイッチを押すとオンになり，もう一度押

すとオフになります。

温度は自動で調節されます。

スイッチの状態は，イグニッションをオフ

にしたあと約 2 分間，記憶されています。

＊仕様により異なります。



●リアシートを倒すには：
リアシートを倒すには：

・シートベルトが損傷しないよう，シートバックの脇に寄せます。

・トランクの上部のレバーを引いてロックを解除します。

・リアシートバックを前に倒します。

●リアシートをもとに戻すには：
・シートバックを“カチッ”という音がするまで，うしろへ押してください。

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

リアシート 19

●スキーフラップ＊
長尺物を搭載するには：

・センターアームレストを倒します。

・レバーをスライドさせてロックを解除

します。

・カバーを前に倒します。

●チャイルドシート用キャッチ＊
｢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

ッチです。

取り付け方法については，チャイルドシー

トの説明書に従ってください。

＊仕様により異なります。



●サンシェード＊
リアシェルフに電動のサンシェードが内蔵

されています。

センターコンソールのスイッチ D を押す

とブラインドが展開します。

再度スイッチを押すと格納されます。

●リア小物入れ＊
リアシェルフに救急セットなどを入れておく

小物入れがあります。

ふたのキャッチは，車体に衝撃が加わった場

合，約 4 キログラムまでの内容物が飛び出

さないような強度に設計されています。

サンシェード，小物入れ，アームレスト 20

警告
リアシェルフの上に硬い物や重い物を置かない
でください。サンシェードが開きません。また，
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。

●小物入れ
トランクルームの左右に小物を収納するポ

ケットが用意されています。

左側には CD チェンジャーやナビゲーショ

ンユニット＊が格納されています。

トリムの上部のハンドルを押し下げながら

トリムパネルを外してください。

●リアアームレスト
手前に引き下ろしてください。

カップホルダー付きです。

●ラゲッジネット
トランクルーム内に 6 ヶ所のリングが取り

付けられており，専用ネットを使用して手

荷物を固定することが出来ます。

警告
小物入れ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入れたものが飛
び出して，大けがをするおそれがあります。



●ドアシルランプ
各ドアのトリムの下部にはランプが備え付

けられています。

ドアが開くとライトが点灯し，閉めると消

灯します。

●サンバイザー
サンバイザーの裏側にはミラーが備え付け

られています。

イグニッションがアクセサリかオンの時に

フラップを開くと，ライトが点灯します。

ルームランプ，サンバイザー 21

●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　　4.  リアマップランプ

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，キーがアクセサリかオンの時に，常時単独で使用できます。
＊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 22
●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。

・　一般情報

・　トリップコンピューター＊

・　画面設定

・　外部ビデオ入力＊

●ナビゲーションシステム
センターコンソール内のナビゲーション用

リモコンの「AV/NVG」を押すとナビ表示

に切り替わります。ナビの操作については

別冊の取扱説明書をご覧ください。ナビ画

面の時は警告メッセージは表示されません。

：トップ画面に戻ります。

：操作を取り消して前に戻ります。

：選択肢を表示します。2 秒以上押

し続けると画面が消えます。

●マルチファンクションディスプ
レイ操作ボタン

＊仕様により異なります。

注）この項の画面は欧州仕様車のものです。

●ビデオ＊
「MENU」ボタンを押してトップ画面にし，

つまみを回して「外部ビデオ入力」を選択

します。

グローブボックス内のコネクタに接続した

ビデオカメラやポータブル DVD プレイヤ

ーなどの映像を見ることができます。

・コネクターの接続

黄色：映像信号（NTSC/PAL/SECAM）

赤色：右側音声信号

白色：左側音声信号

明るさやコントラスト，色合いを調整して

ご覧ください。

「MENU」ボタンを押すと，トップ画面に

戻ります。
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●一般情報
以下の情報を表示します。

・　時間

・　外気温

・　日付

・　走行可能距離＊

・　カーオーディの情報

●画面設定
この画面では全体の設定状況を表示してい

ます。

つまみを押すと項目の一覧が表示されます

ので，つまみを回して設定の変更を希望す

る機能を選び，つまみを押して確定します。

Language ：表示言語

Colour ：画面の背景色

Brightness ：画面の明るさ

Units ：速度，温度の単位

Date ：日付

Hour ：時間

●表示言語の変更
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」の位置でつまみを押すと終了します。

●画面位置の調整
つまみを回して上下左右に画面を移動させ，

中央に合わせます。
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●画面の基本色の変更
つまみを回して希望する色を選び，つまみ

を押して確定します。

Day/Night Automatic のチェックを外す

と，ライトを点灯したときに自動的に夜間

用の設定に変わる機能がキャンセルされま

す。

「OK」の位置でつまみを押すと終了します。

●画面の明るさの調整
つまみを時計回りに回すと明るくなり，反

時計回りに回すと暗くなります。つまみを

押すと終了します。

画面の明るさは，日射センサーによってあ

らかじめ設定されていますので，ここでは

ある範囲の調整しかできません。

●時間と日付の設定
つまみを回して「時」を選択し，つ
まみを押して確定します。つまみを
時計回りに回すと数字が大きくなり，
反時計回りに回すと小さくなります。
つまみを押して確定します。
同様にして「分」や「日」，「月」，
「年」を設定します。
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●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 2 つ

のルート情報を順次きりかえて表示しま

す。

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。

●トリップコンピューター
トリップコンピューターは，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。

・ルート（1 か 2）

・平均速度

・走行距離

・走行時間時間

・平均燃費

また，現時点の以下の情報が画面の下部に

表示されます。

・瞬間燃費

・走行可能距離

・目的地までの距離

●ルートの選択
ワイパーレバー先端のスイッチを押すこと

により 2 つのルート（Route1/Route2）

の情報をきりかえて表示します。

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。

また，トリップコンピューター表示中に

「MODE」ボタンを押して切り替えること

もできます。

●目的地までの距離の設定
「MODE」ボタンを押して「Distance to the

destination」を選択し，距離を入力します。



●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 以上の時の

み作動し，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・時間
コンピューターをリ

セットしてから現在

までの走行距離と経

過時間を表示します。
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●走行可能距離
タンク内に残ってい

る燃料であとどのく

らい走行できるかを

表示します。

過去 10 分間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。

燃料が約 3 リッター以下になると，距離

の表示はされません。

●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「走行可能距離」の下に表示されます。

●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。
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A 電源スイッチ，ボリウム　　　　

B ラジオ選択ボタン（2 秒以上押して放送局の自動メモリー）

C カセットテープ選択ボタン（2 秒以上押してドルビー選択）

D CD チェンジャー選択ボタン（2 秒以上押してシャッフル）

E カセットイジェクトボタン

F サウンド調整ボタン（+）

G サウンド調整呼び出し
（バス，トレブル，ラウドネス，バランス）

H サウンド調整ボタン（-）

I 交通情報（1620KHz，ラジオモードの時のみ）

J AM/FM 切り替え（FM1，FM2，FMT，AM）

K マニュアル周波数選択

L シークダウン（下の周波数へサーチ）/テープ巻き戻し

/前のトラックへ移動

M シークアップ（上の周波数へサーチ）/テープ早送り

/次のトラックへ移動

1-6放送局のメモリー呼び出し（2 秒以上押して局のメモリー）

/ディスクの呼び出し

● CD チェンジャーコントロール付 AM/FM カセットステレオ
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●ステアリングリモコン

1 ボリウムアップ　　

2 ボリウムダウン

3 シークダウン/トラックダウン

4 シークアップ/トラックアップ

5 ソース（ラジオ/テープ/CD）

6 メモリーした局の上方移動

/次のディスク呼び出し

/テープ反転

7 メモリーした局の下方移動

/前のディスク呼び出し

/テープ反転

●電源スイッチ及びボリウム
つまみの頭部を押すと電源が入り，再度押すと切れます。

つまみを回して音量を調整します。

注意
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
「AUDIO」ボタンを押すと，「Bass（低音）」，「Treb le（高音）」，

「LOUDNESS（高低音強調）」，「R-F balance（前後の音量）」，「L-R

balance（左右の音量）」，「Aut. vol. adjust.（自動音量調整）」が順次呼び

出されます。

操作をやめると数秒後に元に戻ります。

「Bass」と「Treble」はラジオ，カセット，CD 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，F と H のボタンを押して調整します。

「Bass」や「Treble」では F を押すと増強され，H を押すと弱くなります。

「R-F balance」では F を押すと前の音が，H を押すと後ろが大きくなります。

「L-R balance」では F を押すと右の音が，H を押すと左が大きくなります。

「LOUDNESS」と「Aut.vol. adjust.」では，F か H を押すたびにオン

(activeted)になったりオフ(deactivated)になったりします。
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●ラジオを聴くときは
ボタン B を押してラジオを選択します。

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，FMT チャンネルにメモリーします。

（オートストア機能）

「BND」ボタンを押して FM1，FM2，FMT，AM を順次切り替え，希望するバンドを選びます。

ボタン L か M を押すと，それぞれ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。はじめから DX モードでサーチしたいときは，L か M のボタンを二度押してください。

予め周波数がわかっている放送局を受信するときは，「MAN」ボタンを押してから L か M のボタンで希望する周波数に合

わせます。（マニュアルサーチ）

再度「MAN」ボタンを押すと自動サーチに戻ります。

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。

●交通情報
「TA」ボタンを押すと，1620kHz の交通情報を随時呼び出すことができます。再度ボタンを押すと元のプログラムに戻ります。

この機能はラジオを聴いているときにはいつでも使用できます。CD やカセットテープを聴いているときは一度ラジオに切り替えて

からこのボタンを押してください。交通情報の音量は，聞いているときに調整したレベルが次回呼び出した時にも記憶されています。
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●カセットテープを聴くときは
カセットテープを挿入すると自動的に切り替わります。

カセットテープがすでに入っているときは，ボタン C を押してカセットテープを選択します。

このボタンを 2 秒以上押すと，ドルビーノイズリダクションをオンにしたりオフにすることができます。

このカセットデッキはオートリバース機能付きですのでテープ終端になると自動的に反転しますが，

途中で反転させたいときはこのボタンを押してください。

ボタン M を押すと，次の曲の頭まで早送りをします。

ボタン L を押すと今聴いている曲の最初に戻ります。

M か L のボタンを強く押し続けるとそれぞれ早送りや巻き戻しをします。

このボタンを押すとカセットを取り出すことができます。

● CD を聴くときは
ボタン D を押して CD を選択します。

このボタンを 2 秒以上押すと，シャッフル再生をオンにしたりオフにすることができます。

ボタン M を押すと，次の曲にスキップします。

ボタン L 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。

M か L のボタンを強く押し続けるとそれぞれ早送りや早戻し再生をします。

番号のボタンを押すとディスクの 1 から 6 を直接再生します。

ドルビーノイズリダク

ションは，ドルビーラ

ボラトリーズライセン

シングコーポレーショ

ンからの実施権に基づ

いて製造されています。

ドルビー，DOLBY，及

びダブル D 記号はドル

ビーラボラトリーズラ

イセンシングコーポレ

ーションの商標です。
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● CD チェンジャー＊
CD チェンジャーはトランクルームの左側に備え付けられています。

チェンジャー内のマガジンには 6 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，

1. スライドパネル A を開きます。

2. ボタン B を押すとマガジン C が出てきます。

3. タブ D を引いて CD のトレーを引き出します。

4. CD のレーベル面（印刷されている面）を上にしてトレーに差し込みます。

5. マガジンをチェンジャーに挿入します。

6. スライドパネルを閉じます。

●ナビゲーションシステム＊
ナビゲーションシステムの本体は CD チェンジャーの上に備え付けられています。

CD-ROM ディスクの取り扱いについては，別冊の取扱説明書をご覧ください。

＊仕様により異なります。
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プジョー 607 には，音質に優れた 12 スピーカー JBL サウンドシステム＊が搭載されており，純正カーステ
レオ

とのベストマッチングにより，迫力のある高品質なサウンドをお楽しみいただけます。

1. 最大総出力 240 Ｗの専用パワーアンプ

2. リアドアツイーター（高音用スピーカー）

3. リアドアウーファー（低音用スピーカー）

4. ダッシュボード内ツイーター（高音用スピーカー）

5. ダッシュボード内スコーカー（中音用スピーカー）

6. 左右フロントドアウーファー（低音用スピーカー）

7. リアパーセルシェルフスーパーウーファー

（低音用スピーカー）
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イモビライザー 1

プジョー 607 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したときは，イグニ

ッションスイッチをオンにしたときに，セ

ンターコンソールの集中ロックボタンのイ

ンジケーターが早く点滅します。

イモビライザーシステムが機能していませ

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。

●スペアキー
車両とともにお渡しするキーを含めてシス

テムには 5 本までのキーを登録すること

ができます。

もし予備のキーが必要なとき，あるいはキ

ーを取り替えるときにはすべてのキーを登

録し直す必要があります。コンフィデンシ

ャルカードと，お手持ちのすべてのキーを

プジョーディーラーにご持参の上，登録作

業をお申し付けください。



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

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

●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 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。
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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，操舵ができなくな
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 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。

●セルフチェック
イグニッションをオンにすると，

自動的にシステムを点検し，異常

がなければ OK のマークがメータ

ーパネルに表示されます。

もし軽微な不具合が発生しているときは，

該当する機能の警告灯がスクリーンに表示

されたあと OK のマークが表示されます。

もし重大な不具合が発生しているときは，

該当する機能の警告灯がスクリーンに表示

され，OK のマークは表示されません。

走行せずにプジョーディーラーにご連絡下

さい。

●マニュアルチェック
イグニッションがアクセサリーかオンの時，

エンジンがかかっているとき，走行中にメ

ーターパネルのボタンを押すと，現在の状

況が表示されます。

●ステアリングロック
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。

●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�

ラジオやパワーウィンドウ等のアクセ

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：�

●エンジンの始動
①　シフトレバーがＰ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んだままイグニッ

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，イグニッショ

ンキーから手を放します。

⑥　イグニッションキーがオンの位置に戻

ります。
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●パーキングブレーキ
レバーを引き上げるとパーキングブ

レーキがかかり，同時にブレーキ警

告灯が点灯します。

パーキングブレーキを解除するときは，ボ

タンを押しながらレバーを少し引き上げ，

ボタンが奥まで押されたらレバーを完全に

下ろします。

ブレーキ警告灯が消灯することを確認して

ください。

●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，ペダルの踏力を軽減させま

す。

●ＡＢＳ（アンチロック・ブレー
キシステム）＊
ABS システムは，ブレーキをか

けた時に車輪がロックしそうにな

ると自動的にその車輪だけのブレーキの効

きを弱め，車の操縦性をある程度確保する

装置です。この装置により，急ブレーキを

かけながらでもハンドル操作が可能になり

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。

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。

警告
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。

注意

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

●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。
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● 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）＊
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したと

きに自動的に作動して，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，ASR は，急加速時のホイールスピ

ンを防止して車両の方向安定性を向上させ

る機能も備えています。

ただし，ESP/ASR 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 システムが作動してい

るときは，この警告灯が点灯して

運転者に注意を促します。

● 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，あ

る程度ホイールスピンをさせてタイヤの接

地力を回復する必要がある場合が発生しま

す。このようなときには，手動で ASR シ

ステムを解除することができます。

ダッシュボードの「ESP OFF」と書かれ

たスイッチを押してください。

チャイムが鳴って，スイッチのインジケー

ターが点灯します。

また，ステータスディスプレイに

アイコンが表示されます。

● 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，

以下の状態で自動的に復帰します。

・イグニッションをオフにしたとき

・もう一度スイッチを押したとき

＊仕様により異なります。

警告
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あり，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同様，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。
事故の後や大きな衝撃を受けた際には，プジ
ョーディーラーでシステムの点検を受けて下
さい。

● ESP/ASR システムの異常
システムに異常が発生した場合は，警告ブ

ザーが鳴ってスイッチのインジケーターが

点滅します。

また，メーターパネルの ESP 警告灯が点

灯し，マルチファンクションディスプレイ

にメッセージが表示されます。

プジョーディーラーでシステムの

点検を受けて下さい。



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「Automatic

gearbox difficulty（AT システム故障）」の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 速固定で走行します。

P や N からリバース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

ッションの損傷ではありません。

100Km/h 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。

ティプトロニックトランスミッション 6
●始動時
シフトレバーを P または N の位置にして，ブレーキを踏みな

がらイグニッションキーを回してください。

●停車時
車両を離れるときは，シフトレバーを P の位置にしてください。

●シフトロック
急発進防止のため，ブレーキペダルを踏んでいないと P の位置

からほかにレバーを動かすことはできません。

●シフトインジケーター
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。

＊仕様により異なります。

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

●エンジンがかかっているときは，お子さま
を車内に残して車を離れないでください。急
発進して人や物を傷つけるおそれがあります。

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

●セレクターレバーをＮからＤまたはＲに入
れるときは，ブレーキペダルをしっかりと踏
みながら行ってください。急発進して人や物
を傷つけるおそれがあります。

●セレクターレバーが P に入っているときに
バッテリーが上がると，シフトロックは解除
されず，レバーを動かすことができません。



シフトレバー 7

●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。

●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
607 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。



シフトレバー 8
●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。

●クリープ現象
停車中にシフトレバーを「Ｄ」，「Ｒ」また

は「Ｍ」位置へ操作すると，アクセルペダ

ルを踏まなくても車がゆっくりと動き出し

ます。特にエンジン始動直後やエアコン作

動時など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。

したがって，お子様が乗車しているときに

は，エンジンをかけたままお子様だけを残

して車を離れないようにしてください。

点検のためエンジンをかけたまま車外にで

るときは，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。

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
スポーツやスノーモードを選択しているときは，
マニュアルモードの操作はできません。

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ルに下がっていることを
確認してください。



●電子制御サスペンション＊
センターコンソールのメインスイッチを押

すと，警告音とともにインジケーターラン

プが点灯し，スポーツモード（ハードサス

ペンション）に固定されます。

再度スイッチを押すとインジケーターラン

プが消灯してオートモードになります。

この状態では，走行スピードやステアリン

グやブレーキの操作に応じて，コンピュー

ターが自動的に最適かつ快適なサスペンシ

ョンモードを選択します。

インジケーターランプが点滅しているとき

はシステムに異常がありますので，プジョ

ーディーラーで点検を受けて下さい。

バックソナー，電子制御サスペンション 9

●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，警告音が鳴ってシステムが作動します。

障害物に接近するとともに警告音の頻度が上がり，およそ 25 センチメートル以内に接近すると

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。

警告
障害物の形状によってはセンサーが感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。



クルーズコントロール 10
●メインスイッチ＊
ステアリングコラムのコントロールレバーのメインスイッチ 1 を向こう側に回すと，警告音と

ともにシステムがオンになってクルーズコントロール機能が作動します。

手前に回すとオフになり，クルーズコントロールが作動しなくなります。

●コントロールレバー＊
希望する速度（40Km/h 以上）でコントロールレバー 1 上か下に素早く動かすと，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セットした後でもアクセルペダルを踏んで加速することができます。

速度をセットした後，レバーを下げ続けると速度が減少し，レバーを上げ続けると速度が上昇し

ます。

レバーから手を離すと，その時点の速度にあらためてセットされます。

一時的に設定速度を解除したい場合は，レバーを手前に引くか，ブレーキペダルを踏んでくださ

い。解除した後，レバーを上か下に動かすと設定した速度に戻ります。

走行後は，メインスイッチをオフにしておいてください。

メインスイッチをオフにすると，設定した速度の記憶が消去されます。

警告
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。

＊仕様により異なります。
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3 リッターエンジン（V6）

エンジンルーム内の点検 1



1. ウィンドウウォッシャー液タンク

2. パワーステアリングフルードタンク

3. クーラント（冷却水）タンク

4. エンジンオイルレベルゲージ

5. エンジンオイル注入口

6. エアフィルター

7. バッテリー

8. ヒューズボックス

9. ブレーキフルードタンク

10. 燃料カットオフスイッチ＊

エンジンルーム内の点検 2

＊仕様により異なります



エンジンルーム内の点検 3
●エンジンオイルの点検

エンジンが停止しており車が水平な状態で

オイルレベルゲージを抜き取り，布でオイ

ルを拭き取ります。

元の穴にいっぱいに差し込み，

再び静かに抜いてゲージに付

いたオイルで油量を調べます。

A ：上限

これ以上オイルが入っていて

はなりません。

B ：下限

この線以上あれば適切です。

レベルゲージに付着したオイルの汚れ具合

も点検します。

平均的なオイル消費量は，ならし運転後で

1,000 ㎞あたり最大 0.5 リットルです。

オイルの消費量が急に増えたり，汚れがひ

どくなった場合は，プジョーディーラーで

点検を受けてください。

●オイル交換
容量： 4.75 リットル

交換頻度：この章の 17 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 17 ページをご覧ください。

交換にはプジョー純正オイルフィルターを

ご使用ください。

●ブレーキフルードの量
ブ レ ー キ フ ル ー ド タ ン ク 内 の 液 面

が と の間にあるか点

検します。

●ブレーキフルードの交換
ブレーキフルードは時間がたつと吸湿して

劣化します。定期的に交換してください。

交換頻度/仕様：この章の 17 ページをご

覧ください。

MAXDANGER

●冷却水の点検と補給
点検は冷却水が冷えているときに行ってく

ださい。

キャップを外して，中の冷却水が白いチュ

ーブ内に見え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を必要

に応じて稀釈して使用してください。割合

は車両使用地の最低気温により異なりま

す。通常では 30%（凍結温度およそ-15

度），寒冷地では 50%（凍結温度およそ-

35 度）でのご使用をお勧めします。

●パワーステアリングフルードの量
エンジンが冷えている状態で，常温でフル

ードが緑のチューブ内にあれば正常です。

それより少ないときはプジョーディーラー

で点検と補給を受けて下さい。

●ウォッシャー液
容量： 4.5 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。



エンジンルーム内の点検 4
●バッテリー

バッテリー液のレベルが少ない場合には補

充をする必要があります。お近くのプジョ

ーディーラーにご依頼ください。

●エアフィルター
交換頻度：この章の 17 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）
定期交換の必要はありません。

60,000Km ごとにプジョーディーラーで点

検を受け必要ならば補充をしてください。

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

●燃料カットオフスイッチ＊
この装置は，事故等により車体に強い衝撃

を受けた場合に，自動的に燃料の供給を止

めてエンジンを停止させるとともに，損傷

した燃料パイプからの燃料の漏れを最小限

に抑えるものです。

燃料の供給を再開させ，エンジンを再始動

させるときは，リセットボタンの頭部をゴ

ムカバーの上から指で押してください。

注意

環境汚染防止のため，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。

警告

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



ホイールの交換 5

●スペアタイヤとジャッキ
スペアタイヤとジャッキは，トラン

クルームのカーペットの下に格納さ

れています。

①　プラスチックのノブをつかんで

カーペットを引き上げます。

②　ノブをトランクの開口部上縁に

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. ハンドル

4. ジャッキ

5. 牽引ボルト

6. ホイールカバー外し＊

●ホイールの取り外し
①　硬く平坦な路面上の安全な場所に車を停めます。

②　ハンドブレーキを引き，シフトレバーを P(パーキング)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，市販の輪止めを当てます。

③　ホイールキャップ装着車＊は，工具 6 をカバーの穴に差し込んで外します。

ボルトキャップ装着車＊では，専用ピンセット 7 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 7 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　ジャッキはワンタッチで伸び縮みします。両端 A を押して縮めます。

⑤　取り外すタイヤに近いジャッキアップポイントの下にジャッキを置き，ジ

ャッキの両端 A を引っ張って車体に当たるまで伸ばします。

⑥　レンチ 1 にハンドル 3 を接続して回し，タイヤを軽く浮かせます。

⑦　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。

⑧　残りのボルトを外して，ホイールを取り外します。

7

7

＊仕様により異なります



ホイールの交換 6

●スペアタイヤの取り付け
①　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。ホルダーはトランクやラゲッジルーム

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。またこのタイ
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
製を作ることができます。
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●ヘッドランプ

ボンネットを開け，黒い樹脂カバーを外してください。

カバーはいくつかのファスナーで固定されています。1/4 回転して外します。

1. ロービームヘッドランプ（キセノン放電灯）

放電灯回路には高電圧が発生します。

放電灯電球の交換は，プジョーディーラーにお申し付けください。

2. ハイビームヘッドランプ（H1  12V55W）

①　カバーを 1/8 回転，回して取り外します。

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横にずらせて外し，電球を取り外します。

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。

注意

●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。

●低温高湿度の場合など，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。

●放電灯ヘッドランプの回路には高電圧が発生
します。電気回路の改造はしないでください。



電球の交換 8

●サイドリピーター用電球（12V
5W アンバー）
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。

3. 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，電球を取り外して交換します。

4. 方向指示器用電球（12V 21W アンバー）
①　バルブホルダーを 1/8 回転，回して引き抜きます。

②　電球を交換します。

●フォグランプ用電球（H1  12V 55W）
プジョーディーラーに交換をお申し付けください。 注意

アンバー色の電球は，同じ規格の同じ色の電球
を使用してください。

注意

アンバー色の電球は，同じ規格の同じ色の
電球を使用してください。



電球の交換 9

●テールランプ

1方向指示器ランプ（12V 21W アンバー＊）

2ストップランプ/ポジションランプ（12V 21/5W）

①　トランクルーム内のネットを外します。

②　フックを引いてフロアトリムをめくり，固定します。

③　トリム後部のクリップを外して，トリムを上の方へめくります。

④　トリムをフロアに固定しているプラスチックの爪を外します。

⑤　サイドトリムを外します。

⑥　ランプユニットを固定している二つの蝶ナットを外します。

⑦　スペーサーを取り外します。

⑧　ランプユニットを取り出します。

)　ランプホルダーを 1/8 回転回して外します。

*　電球を交換します。

+　ランプホルダーを元に戻します。

この際，位置を間違えないよう，また，確実に固定された

ことを確認してください。

＊仕様により異なります
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●テールランプ（トランク側）

1. リバースランプ（12V 21W）

2. リアフォグランプ（12V 21W）

①　トランクリッド内側の，ランプに近い 3 ヶ所のクリップを外します。

②　トリムをめくります。

③　ランプホルダーを 1/8 回転，回して取り出します。

④　電球を交換します。

●番号灯（12V 5W）
マイナスドライバーの先を使用して，透明

なプラスチックカバーを外します。

電球を交換します。
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●室内側ヒューズ
室内側のヒューズボックスは，ステアリ

ングコラムの下にあります。

ネジをコインなどで 1/4 回転回すとカバ

ーを外すことができます。

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

●ヒューズの交換
ボックスに備えてある専用ピンセット（オ

レンジ色）を使用して予備のヒューズと交

換してください。

ヒューズは容量によって色分けされていま

す。必ず同じ容量のヒューズと差し替えて

ください。

正　常 不　良

ヒューズボックス

＊モデル及び仕様により異なります。
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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 30A ロック

2 20A オーディオパワーアンプ

3 30A ウィンドウウォッシャー

4 30A リアパワーウィンドウ

5 15A イモビライザー，メーターパネル，マルチファンクションディスプレイ ECU，エアコン ECU

6 10A 右側ブレーキランプ

7 15A スイッチ，リアシガーライター/照明，ルームランプ，番号灯，ヘッドランプ光軸調整

8 10A 診断コネクター，ヘッドランプ光軸調整 ECU，ロックレシーバー，エアコン室温センサー，タイヤ空気圧検知器

9 20A ヘッドランプウォッシャー

10 20A グローブボックス照明，ルームランプ，フロントシガーライター，自動防眩バックミラー，電動ミラー

11 5A オートライト ECU，エアバッグ ECU，オートライトセーフティリレー

12 30A 運転席リアパワーウィンドウスイッチ，リアパワーウィンドウ

13 30A ワイパー

14 15A

15 15A 運転席ドアスイッチパネル，助手席ドアスイッチパネル

16 15A リアシガーライター

17 5A ドアミラーヒーター

18 15A 左側ブレーキランプ，ハイマウントストップランプ

19 10A バックソナー

20 15A アラームサイレン，マルチファンクションディスプレイ ECU，ロックレシーバー

21 15A 診断コネクター

22 15A 運転席シートメモリ ECU，運転席ドアスイッチパネル，助手席ドアスイッチパネル

23 30A 運転席パワーウィンドウ，助手席パワーウィンドウおよび左右ドアのスイッチ，サンルーフセーフティリバース

24 10A リアフォグランプ

25 40A シャント

26 40A リアデフォッガー，アンテナアンプ

R 予備ヒューズ
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●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 70A BSI（ワイパー，ウォッシャー，デフォッガー，ミラーヒーター）

2 50A クーリングファン

3 50/60A ABS ユニット，ESP ポンプモーター

4 40A エアコンブロアファン

5 20A ホーン，ホーンリレー

6 20A 左側前後シートヒーター

7 20A 右側前後シートヒーター

8 70A BSI

9 30A 助手席電動シート

10 20A オートライト ECU

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。
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位置 容量 機　　能＊

11 70A BSI

12 70A 盗難防止装置電源

13 20A オートライトコントロールユニット

14 15A ダブルリレー電源

15

16

17 30A ESP 油圧装置

18 30A 盗難防止装置電源

19 20A 電子制御サスペンション ECU

20 10A クルーズコントロールセーフティスイッチ，車速センサー，冷却水量センサー，

21 5A オートマチックトランスミッション ECU，マルチファンクションスイッチ

22 25A ESP ECU

23 15A

24 5A エンジン ECU

25 10A 燃料ポンプ

26 30A 運転席シートメモリ ECU

27 25A ダブルリレー電源

28 10A スロットルハウジングヒーター，インテークソレノイドバルブ

29 30A エアポンプ

31 5A オートマチックトランスミッションシフトロック

32 10A ESP/ABS  ECU

33 15A オートマチックトランスミッション ECU

34 5A O2 センサー，排ガス循環ソレノイドバルブ



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。

●シングルバッテリー仕様車＊
エンジンルームにバッテリーが 1 個搭載

されています。

接続は次の順序で行います。

①　エンジンルームの樹脂カバーを外し，

赤色のケーブルを両方のバッテリー

の ターミナルに接続します。

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。

バッテリー 15

●ダブルバッテリー仕様車＊
仕様によっては，エンジンルーム内のスタ

ーターバッテリーの他に，トランク内にサ

ービスバッテリーをもう 1 個搭載していま

す。この場合，エンジンルームのバッテリ

ーには表示ラベルが貼付されています。

特殊なバッテリーですので，いずれかを交

換するときはプジョーディーラーにお申し

付けください。

充電器を使用して充電する場合：

次の順序で行います。

①　エンジンルームの樹脂カバーを外

し， ターミナルから順にバッテリー

の接続を外します。

②　充電器をバッテリーに接続します。

③　充電が終わったら， ターミナルから
順にバッテリーを接続します。
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警告

●ブースターケーブルを接続するときは，
と を絶対に接触させないでください。

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

●バッテリー液は腐食性の強い希硫酸です。
万一皮膚にバッテリー液がかかった場合は，
大量の水で洗い流してください。

●エンジン回転中はバッテリーの端子を外さ
ないでください。

●バッテリーを充電する際には，車体とバッ
テリーの接続を外してください。

●バッテリー端子を外した後エンジンを始動
する場合は，電子機器の初期化のためイグニ
ッションをオンにしてから 10 秒間待って始
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。

●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「Go into

energy-saving mode」（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。

●セーブモード
走行中であっても，バッテリーの充電が不

足する場合にはセーブモードとなって，消

費電力の大きいリアデフォッガーなどが一

時的に使用できなくなることがあります。

充電状態が改善されると，自動的に復帰し

ます。

エンジンを始動する場合：

接続は次の順序で行います。

①　エンジンルームの樹脂カバーを外し，

スターターバッテリーの横にある大型

ヒューズを外します。

②　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。

③　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。

④　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。

⑤　数キロメートル走行し，スターターバ

ッテリーを充電してから取り外したマ

キシヒューズを元に戻します。

サービスバッテリーだけを充電したいとき

は，プジョーディーラーにお申し付けくだ

さい。
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●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 (DOT 4)

クーラント：

PEUGEOT GENUINE COOLANT

PROCOR 3000

REVKOGEL 107

パワーステアリングフルード：

TOTAL FLUID AT42

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

るようにしてください。

●エンジンオイルについて
上記の交換時期は化学合成ベースのオイルを使用した場合です。化学合成ベースのオイルが手に

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

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

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

ガソリンの使用をおすすめします。

粗悪ガソリンや有鉛ガソリン，有鉛プレミアムガソリン，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ますので，絶対に使用しないでください。

２年または 60,000km ごと

5 年または 120,000km ごと

2 年又は 40,000km ごと

2 年又は 40,000km ごと

4 年又は 90,000km ごと

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

607

トランスミッションタイプ オートマチック車

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

冷却水

エアフィルターエレメント

スパークプラグ

タイミングベルト
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●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を外して，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を外して，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：

車輪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。

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)でシフトレバーを 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 の類を追加しないでください。
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触媒コンバーター，保安炎筒 1
●触媒コンバーター

日本仕様の 607 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
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，新品をお求めになってください。

警告

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



タイヤ 2
●タイヤ空気圧

タイヤの空気圧は，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。

適正値はフュエルフラップの裏側に表示さ

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。

●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，新品と交換してください。

●タイヤ空気圧センサー＊
ホイールに取り付けられたセンサーが常時

個々のタイヤの空気圧を監視しており，空

気圧が低下すると，時速 25Km/h 以上で

は警告音とともにマルチファンクションデ

ィスプレイに表示します。

空気圧不足：

なるべく早く空気圧を点検してくだ

さい

パンク：

「STOP」警告灯が点灯します。

急ブレーキや急ハンドルを避けて，

すみやかに停車し，タイヤを交換してくだ

さい。

なお，パンクしたタイヤをトランクに入れ

ると，同じメッセージが引き続き表示され

ます。

センサー検知せず：

センサーが働いていません。

またはセンサーが付いていないホイ

ールを装着したり，センサー付きのホイー

ルが車両から離れているときにもこのメッ

セージが表示されます。



燃費の改善について 3
お車の燃費は，車両の設計だけではな

く車両の状態や運転方法によって大き

く影響を受けます。お車を最高の状態

に保ち省燃費を実現するためにも定期

的に点検整備を行ってください。

●エンジンコンディション
主要部品について，少なくとも年に 1 回

は点検を受けて下さい。

●エアフィルター
フィルターがつまるとエンジンの効率が悪

化します。ほこりの多い環境や市街地での

走行が多い場合にはこまめに点検し，早め

に交換してください。

●タイヤ
メーカーが推奨するタイヤをご使用下さ

い。

●運転方法
エンジン始動時に長時間暖機運転をする必

要はありません。

ゆっくり発進し，急加速や空ぶかしを避け

ましょう。

走行中はなるべく高いギアを選択し，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。

トランクルームに不用な積載物が積みっぱ

なしになっていませんか?

ルーフキャリアやスキーキャリアなどのア

クセサリーは，風の抵抗を受けて燃費を悪

化させます。

必要がなくなったら速やかに取り外しまし

ょう。



冬季の使用について 4
●冬季用タイヤ

積雪や凍結した道路を走行する場合は，安

全のため冬季用タイヤを装着することをお

すすめします。

冬季用タイヤに交換するときは，かならず

納車時に装着されていたタイヤと同じサイ

ズのものをご使用ください。

プジョーディーラーではお車に適した性能

の冬季用スタッドレスタイヤを用意してお

りますので，お求めください。

スタッドレスタイヤは車のバランスを保つ

ため４輪全部に装着してください。

雪道や凍結した道路ではスタッドレスタイ

ヤでも万全ではありませんので，運転には

十分ご注意ください。

●スノーチェーン，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 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 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 607 を美し

く安全に使用していただくためには，こ

まめなお手入れをおすすめします。

●外装のお手入れ
１．洗車機による洗浄

通常のお手入れは洗車機による洗浄で

十分です。ただし，ボンネットの合わ

せ目，ドアの下などは汚れが残ること

が多いので，手洗いをおすすめします。

２．手洗い

まずホースでたくさん水をかけて，ほ

こりを落としてください。

次にスポンジと適当に薄めたカーシャ

ンプーで車体の上から下へと洗いま

す。最後に車体の下側をホースで水を

かけてきれいにします。



リサイクルと環境 6
●リサイクルへの取り組み

プジョー 607 では，容易にリサイクル可

能な素材を車体の多くの部分や部品に採用

しています。

従って，車両の総重量のうち再利用できな

い部分は，わずかに 10%にすぎず，残り

の 90%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　仕様
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識別表示 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
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。

C車台番号（エンジンルーム内）

Dタイヤ仕様ラベル
フュエルフラップ内側にタイヤサイズ、適正空気

圧、メーカー名などを記載したラベルが貼り付け

られています。

E 車体塗色コードラベル

＊モデルにより取り付け位置が異なります。



外形寸法 2
＊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。

1,540 mm 1,535 mm

1
,4
6
0
 m
m

985 mm 2,800 mm

1,830 mm

1,090 mm

1,895 mm

4,875 mm



主要諸元 3
モデル プジョー 607

タイプ コンフォート スポーツ

ハンドル位置　　右 ● ●

左 ●

トランスミッション 4 速 AT 4 速 AT

型式 GF-Z8 GF-Z8

全長（㎜） 4,875

全幅（㎜） 1,830

全高（㎜） 1,460

ホイールベース（㎜） 2,800

トレッド　　前（㎜） 1,540

後（㎜） 1,535

車両重量（㎏） 1,610

最小回転半径（m） 5.7

乗車定員（人） 5

●寸法，重量

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。



主要諸元 4

モデル プジョー 607

コンフォート スポーツ

ハンドル位置　　右 ● ●

左 ●

トランスミッション 4 速 AT 4 速 AT

型式 GF-Z8 GF-Z8

内径×ストローク（㎜） 87.0 × 82.6

総排気量（cc） 2,946

圧縮比 10.9

燃料供給装置 BOSCH

最高出力（kw/rpm） 152/6,000

最大トルク（Nm/rpm） 285/3,750

アイドル回転数（rpm） 650 ± 50

オイル（リットル） 4.75

冷却水容量（リットル） 11.8

燃料タンク容量（リットル） 70

燃料オクタン価 95 オクタン（リサーチ法）以上

●エンジン

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。



主要諸元・判定基準 5

モデル プジョー 607

タイプ コンフォート スポーツ

ハンドル位置　　右 ● ●

左 ●

トランスミッション 4 速 AT

オイル容量（リットル） 6.0

駆動方式 FF（前輪駆動）

●動力伝達装置

注）仕様あるいは諸元値については，メーカー発表値であり，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。

点火プラグのギャップ 0.8 ㎜

点火プラグの点火時期 無調整式

●電気装置



主要諸元・判定基準 6

モデル プジョー 607

タイプ コンフォート スポーツ

トランスミッション 4 速 AT

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

ブレーキ型式 サーボアシスト付き，前後２系統，油圧作動式

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

リザーバタンクの液量 液面レベル：刻線の指示範囲内

ライニング及びパッドの標準厚さ 前： 10 ㎜　後： 4.5 ㎜

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： 32 ㎜　後： 10 ㎜

ディスクの使用限度 前： 30 ㎜　後： 8 ㎜

●ブレーキ



主要諸元・判定基準 7

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。

（前輪） 独立懸架［マクファーソン（コイルスプリング，アンチロールバー付）］

（後輪） 独立懸架［ダブルウィッシュボーン（コイルスプリング，アンチロールバー付）］

●懸架装置

モデル プジョー 607

タイプ コンフォート スポーツ

ハンドル位置　　右 ● ●

左 ●

トランスミッション 4 速 AT 4 速 AT

ハンドルの遊び 直進状態にてホイール外周で 0 ～ 10 ㎜

ハンドルの回転数 (Lock to lock) 3.3

トーイン　　　　　（前） ー 1.5 ± 1 ㎜

（後） 3.0 ± 1 ㎜

キャンバー　　　　（前） ー 0 ° 15 ′

（後） 1 ° 18 ′

キャスター 2 ° 30 ′

●かじ取り装置・ホイールアライメント



主要諸元・判定基準 8
●タイヤ，ホイール
モデル プジョー 607

タイプ コンフォート スポーツ

ハンドル位置　　右 ● ●

左 ●

トランスミッション 4 速 AT 4 速 AT

タイヤサイズ 225/55 R16 225/50 R17

空気圧 前 2.3 後 2.3 前 2.3 後 2.3

ホイールサイズ 7J 16 7.5J 17

スペアタイヤサイズ 7J 16 7.5J 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

Access to fuel tank not locked フュエルキャップ開放 フュエルキャップを確実に閉めてください。

Airbag irregularity/malfunction/anomalyエアバッグ異常 エアバッグシステムに異常があります。

Automatic gearbox faulty AT 故障 3 速固定で走行します。ディーラーで点検を受けてください。

Brake pads worn ブレーキパッド摩耗 パッドが摩耗しています。ディーラーで交換してください。

Brake system faulty 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。ただちに停車して
プジョーディーラーに連絡してください。

Bulb.....faulty 電球断線 電球が切れています。交換してください。

Door open/Boot open/Bonnet open ドア/トランク/ボンネット開 ドアやトランク，ボンネットが完全に閉まっていません。

Engine oil pressure too low 油圧不足 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。

Engine temperature too high 冷却水温が高い オーバーヒートです。停止してエンジンを冷やしてください。

ESP/ASR system faulty ESP/ASR システム故障 システムに異常があります。点検を受けてください。

Faulty ABS system 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。

Faulty automatic setting of headlamps ヘッドライト自動調整故障 プジョーディーラーで点検を受けてください。

Faulty engine emission control system 排ガス制御システム故障 システムに異常があります。

Fuel level low ガソリン残量少ない ガソリンを給油してください。

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。

Hydraulic suspention pressure insufficient サスペンション油圧不足 プジョーディーラーで点検を受けてください。
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Insufficient pressure in tyre(s) タイヤ空気圧不足 空気圧を点検し，必要なら調整してください。

Faulty battery charge 充電不足 以下の不具合が発生しています。ディーラーで点検して下さい。
・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

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。

Low coolant level 水量不足 直ちに車を安全な場所に止めて，エンジンが冷えてから冷却水
を補充してください。

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。

Puncture(s) detected パンク検知 直ちに停車してタイヤを交換してください。

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

Screenwash fluid level too low ウォッシャー液量不足 ウォッシャー液を補充してください。

Seat belt not fastened シートベルト着用 シートベルトをしてください。

X tyre pressure sensor(s) missing タイヤ空気圧検知不能 センサーの信号が無いので空気圧のチェックをできません。
センサーを点検してください。
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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　
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プジョー・ジャポン株式会社
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