
お知らせ

プジョー308のすべての車両において、CDプレイヤーの装備が廃止されました。また、一部の車両において8
速エフィシェント・オートマチック・トランスミッションの仕様が追加されました。この仕様は、308取扱説明
書の本文の記載と異なる部分がありますので、以下のように追記させていただきます。
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308すべての車両
○○ CDプレイヤーについて
第 8章○8-18 ページ

USB ／ Bluetooth® ／ CD
CDプレイヤーの装備は廃止されました。

308 8速エフィシェント・オートマチック・トランスミッション車
○○ 8速エフィシェント・オートマチック・トランスミッションについて

8 速エフィシェント・オートマ
チック・トランスミッション

 ●シフトレバー

A.○パーキングボタン
B.○ロック解除ボタン
C.○マニュアルモードボタン
D.○シフトポジション表示

 ●シフトポジション
シフトポジションは、メーターパネル内
のインジケーターおよびシフトレバーの
シフトポジション表示Dに表示されます。
イグニッションをオフにしてもしばらくの
間、シフトレバーのシフトポジション表
示Dにシフトポジションが表示されます。

P．パーキング：駐車するとき、または
エンジンを始動するときに使用します。
パーキングブレーキを併用してください。

・○Pにシフトするときは、パーキングボ
タン Aを押します。

・○エンジンを停止すると、シフトポジショ
ンが自動的に Pになります。
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R．リバース：後退します。
エンジンがアイドリング状態で、車が停
止しているときにシフトしてください。

・○PからＲにシフトするときは、ブレー
キペダルを踏んだ状態で、ロック解除
ボタン Bを押しながらシフトレバーを
強く押します。

・○Nから Rにシフトするときは、ブレー
キペダルを踏んだ状態で、ロック解除
ボタン Bを押しながらシフトレバーを
押します。

・○Dから Rにシフトするときは、ブレー
キペダルを踏んだ状態で、ロック解除
ボタン Bを押しながらシフトレバーを
強く押します。

N．ニュートラル：エンジンを始動する
ときに使用します。パーキングブレーキ
を併用してください。

・○Pから Nにシフトするときは、ブレー
キペダルを踏んだ状態で、ロック解除
ボタン Bを押しながらシフトレバーを
押すか引きます。

・○Dや Rから Nにシフトするときは、
シフトレバーを押すか引きます。

D．ドライブ：1速から 8速まで、走行
に応じて自動的にギアが切り替わります。

・○Pから Dにシフトするときは、ブレー
キペダルを踏んだ状態で、ロック解除
ボタン Bを押しながらシフトレバーを
強く引きます。

・○Nから Dにシフトするときは、シフト
レバーを引きます。○
時速5km以下のときは、ブレーキペ
ダルを踏んだ状態で、シフトレバーを
引きます。

・○Rから Dにシフトするときは、シフト
レバーを強く引きます。

M．マニュアルシフトポジション：Dにシ
フトしてからマニュアルモードボタン C
を押してください。
1速から8速まで、パドルスイッチを使っ
て手動でギアを切り替えます。アクセル
ペダルを踏み込んだまま操作することが
できます。

・○Mから Dにシフトするときは、シフ
トレバーを 1回押すか、マニュアル
モードボタン Cを押します。

S．ドライバースポーツパック：ドライバー
スポーツパックが作動しています。

-：この表示が点灯したときは、オートマ
チックトランスミッションのプログラム不
良です。

N から R や Dにシフトするときは、
エンジン回転がアイドリングまで下
がっていることを確認してください。

マニュアルモードのシフト操作は、エ
ンジン回転の許容範囲内でのみ行うこ
とができます。その範囲を超えるとき
は、一時的にオートマチックモードに
なります。

* 仕様により異なります。
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 ●パドルスイッチ*

ステアリングの裏側にパドルスイッチが
あります。シフトポジションが Dまたは
Mのとき、右側（＋）のスイッチでシフ
トアップ、左側（−）のスイッチでシフ
トダウンします。

パドルスイッチを使って、シフトポジ
ションを Nまたは Rに切り替えるこ
とはできません。

 ●シフトタイミングインジケー
ター *

燃費向上のためにシフトアップを促して
燃費向上のアドバイスをします。
マニュアルモードで走行中、アクセルペ
ダルを軽く踏んで運転している状況で、
システムが燃費向上の観点から現在のギ
アよりも1段または 2 段高いギアを使
用した方が良いと判断した場合などに、
メーターパネルに矢印のマークが表示さ
れます。

●●シフトタイミングインジケーターの
機能をオフにすることはできません。
●●追い越しをするときなどアクセルペ
ダルを強く踏み込んだときは表示さ
れません。
●●シフトタイミングインジケーターは、
以下の変速は促しません。
•● 1速への変速
•● リバースギアへの変速

シフトタイミングインジケーターは
あくまで燃費向上のための機能で
す。実際のギアシフトは運転者が
周囲の交通量や安全性に応じて判
断して行ってください。誤った変
速は事故につながるおそれがあり●
ます。
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 ●SPORT ／ ECOコントロール
ドライバースポーツパックまたは ECO
モードの選択が可能です。
ドライバースポーツパックは、トランス
ミッションを制御してよりスポーティな
走りを実現します。
ECO モードは、エアコン、アクセルレス
ポンス、トランスミッションを制御して、
燃費を向上させる走行に適しているモー
ドです。

ドライバースポーツパックの作動

シフトレバー後方にあるスイッチの前部
を押すと、ドライバースポーツパックが
作動します。メーターパネルに Sが表示
され、スイッチの表示灯が点灯します。
解除するには、もう一度スイッチを押し
てください。

●●イグニッションをオフにするとドライ
バースポーツパックは解除されます。
●●以下のときは、ドライバースポーツ
パックを選択しないでください。
•● ASR（ASR ／ DSC）システム
が解除されているとき
•● 燃料が少なくなっているとき
•● ディーゼル車は、AdBlue® が少
なくなっているとき

ECOモードの作動

シフトレバー後方にあるスイッチの後部
を押すと、ECO モードが作動します。○
スイッチの表示灯が点灯します。
解除するには、もう一度スイッチを押し
てください。

 ●クリープ現象
停車中にシフトポジションを D、Rまた
はMにすると、アクセルペダルを踏まな
くても車がゆっくりと動き出します。
特にエンジン始動直後やエアコン作動時
などエンジン回転が高いときには車が動
こうとする力が強くなります。そのため、
お子さまが乗車しているときは、エンジ
ンを始動したままお子さまだけを残して
車を離れないでください。
点検のためにエンジンをかけたまま車外に
出るときは、パーキングブレーキをかけて
シフトポジションをPにしてください。

 ●キックダウン
追い越しなどで急加速したいときは、シ
フトレバーには手を触れずにアクセルペ
ダルをいっぱいに踏み込んでください。
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。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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 ●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、シフトポジションを 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への切り替えは急激な
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。

 ●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、ロック解除ボタン Bを押していな
いと Pから他のシフトポジションにする
ことはできません。

 ●シフトポジションNでエンジン
を停止する

シフトポジションが Nの状態でエンジン
を停止するには、以下の操作を行います。
1.○ 停車し、エンジンがかかっていると
きにシフトポジションを Nにしま
す。

2.○ エンジンを停止します。
3.○ エンジンを停止した後、約5秒以内
にイグニッションをオンにします。

4.○ ブレーキペダルを踏んでシフトレ
バーを1回押すか引きます。

5.○ ブレーキペダルを踏んだまま、エレ
クトリックパーキングブレーキを解
除します。

6.○ イグニッションをオフにします。

●●エンジンを停止した後、約 5 秒以内
にイグニッションをオンにしないと、
シフトポジションが自動的に Pにな
ります。
●●シフトポジションが Nのときに運
転席ドアを開けると警告音が鳴りま
す。ドアを閉めると警告音が止まり
ます。

 ●トランスミッションの異常
警告音とともにこの警告灯が点
灯し、メッセージが表示されたと
きは、システムはセーフモードに

入り３（3速）に固定されて走行します。
P や Nから Rにシフトしたときに、大
きなショックを伴うことがありますがト
ランスミッションを損傷することはあり
ません。時速100km 以下の速度で走
行して、プジョーディーラーで点検を受
けてください。
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 ●シフトレバーの異常
警告音とともにこの警告灯が点
灯し、メッセージが表示された
ときは、シフトレバーに異常が

あります。
メーターパネルにシフトポジションが表示
されているのに、シフトレバーにシフトポ
ジションが表示されない場合は、プジョー
ディーラーで点検を受けてください。

また、この警告灯が点灯した場
合は、重大な不良が発生してい
るおそれがあります。直ちに車

を安全な場所に停止させ、エンジンを止
め、プジョーディーラーへご連絡くださ
い。

●●走行中は、シフトポジションを Nに
しないでください。エンジンブレー
キが効かなくなり、ブレーキのフェー
ド現象が起きやすくなり事故を起こ
すおそれがあります。
●●車から離れるときは、シフトポジ
ションを Pにして、パーキングブ
レーキがかかっていることを確認し
てください。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
かっているときにシフトポジション
が P以外の場合、運転席ドアを開
けると警告音とともにメッセージが
表示されます。
●●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
付けるおそれがあります。

●●エンジンを始動するときは、ブレー
キペダルをしっかりと踏み、パーキ
ングブレーキがかかっていることを
確認してください。急発進して人や
物を傷付けるおそれがあります。
●●シフトポジションを Nから Dまた
は Rにするときは、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付ける
おそれがあります。

車が完全に停止する前にシフトポジ
ションを Pや Rにしないでください。
トランスミッションを破損するおそれ
があります。
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○○ アクティブクルーズコントロール（ブレーキサポート付き）について
8速エフィシェント・オートマチック・トランスミッション車には、アクティブクルーズコントロール（ブレーキサポート付き）が標準装
備されています。

 ●作動が中止される条件
アクティブクルーズコントロールは、以
下のいずれかの条件に当てはまったとき
に、作動が中止します。
・○コントロールレバーのシステムの一時
停止／復帰スイッチを押したとき

・○ESCシステムが作動したとき
・○ブレーキペダルが踏まれたとき
・○エレクトリックパーキングブレーキが
操作されたとき

・○ シフトポジションをDからNにしたとき

●●道路状況や交通状況に応じた車速を
設定してください。誤った速度設定
は事故につながるおそれがあります。
●●速度を変更するときに急加速または
急減速することがありますので、十
分注意してください。
●●アクティブクルーズコントロールシス
テムを作動させている場合において
も、常に車間距離に注意して走行し
てください。前を走行している車両
との車間距離を適切に保つのは、運
転者の義務です。

●●前方の車両や周囲の車両の走行状況
によっては、フロントバンパーのレー
ダーが誤って前方の車両を検知し、
前方の車両との車間距離や自車両の
速度が正しく制御されない場合があ
ります。走行中は常に両手でハンド
ルをしっかり持ち、必要に応じてアク
セルペダルやブレーキペダルの操作
をしてください。
●●アクティブクルーズコントロールシス
テムを使用しない場合には、アクティ
ブクルーズコントロール機能をオフに
してください。誤ってシステムが働い
てしまうのを防止します。
●●以下のようなときは、アクティブク
ルーズコントロールが正常に作動し
ないことがあります。
•● 視界が悪いとき（周囲が十分に明
るくない、雪、雨、霧など）
•● 前方から強い光（太陽光や対向車
両のハイビームなど）を受けたとき

•● 路面の水たまりの反射光が強いとき
•●トンネルの出入り口など、明るさ
に急な変化があったとき
•●フロントバンパーに泥や雪、汚れ
などが付着しているとき

アクティブクルーズ 
コントロール 

（ブレーキサポート付き）

アクティブクルーズコントロール（ブレー
キサポート付き）は、アクセルペダルを
踏まなくてもドライバーによって設定さ
れた速度を一定に保って走行します。ま
た、フロントバンパーのレーダーにより
同じ方向に走行している前方の車両を検
知し、前方の車両との距離が接近した
場合には、自動的に速度を落としてあら
かじめ設定した車間距離を保ったり、ブ
レーキの自動操作を行い車両を停止させ
る機能です。自動ブレーキの作動中はス
トップランプが点灯します。
設定できる速度は時速 30km 以上です。
設定できる車間距離は Close、Normal、
Distantの 3段階です。また、シフトポ
ジションが Dまたは Mのときに作動し
ます。
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●●以下のようなときは、アクティブク
ルーズコントロールを解除してくだ
さい。思わぬ事故につながるおそれ
があります。
•● 歩行者や自転車などが混在して
いる道路や市街地
•● 交通量が多い道路
•● 滑りやすい路面
•● 曲がりくねった道路
•● 勾配の激しい道路
•● 旋回するとき
•● トンネルや橋に進入するとき
•● ラウンドアバウトに進入するとき
•● オートバイなどの細い車両の後
方を走行しているときや、前方の
車両が車線の中央を走行してい
ないとき
•● 悪天候のとき
•● 雪が降っているとき
•● フロントバンパーに損傷がある
とき
•● フロントバンパーに衝撃を受けた
とき

•●ストップランプが故障しているとき
•● 車両のフロント部にアクセサリー
を取り付けたり、塗装をしたとき
•● サーキットなどを走行しているとき
•● 点検などで車両をローラーに乗
せて走行しているとき
•● スノーチェーンやスパイクタイヤ
を装着して走行しているとき
•● スペースセーバータイヤを装着し
て走行しているとき
•● トレーラーなどをけん引している
とき

 ●コントロールスイッチ

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

トロール切り替えスイッチ
②：速度設定／設定速度の減少
③：速度設定／設定速度の増加
④：システムの一時停止／復帰
⑤：スピードリミットインフォメーショ

ンの表示速度受付
⑥：車間距離の表示と設定
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 ●メーターパネルの表示
クルーズコントロールの情報は、メー
ターパネル内のディスプレイに表示され
ます。

⑦：前方車両の有無表示
⑧：クルーズコントロールオン／オフ状

況表示
⑨：設定スピード表示
⑩：自動ブレーキによる車両停止時の表示
⑪：速度規制標識の制限速度表示
⑫：車間距離設定表示
⑬：前方車両の位置表示

 ●アクティブクルーズコントロール
（ブレーキサポート付き）の設定
コントロールレバーのスピードリミッ
ター／クルーズコントロール切り替えス
イッチ①を CRUISE 側に回すと、アク
ティブ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（クルーズコントロールオン／オフ
状況表示⑧が灰色に点灯）。
0または LIMITの位置に回すとオフに
なります。

車間距離の初期設定は Normalに
なっています。
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 ●走行速度の設定
希望する速度（時速 30km以上）で走
行中にコントロールレバーのスイッチ
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オン／オフ状況
表示⑧が緑色に点灯）。
スピードリミットインフォメーションが
認識した速度規制標識の制限速度を、コ
ントロールレバーのスイッチ⑤の操作で
走行速度に設定することができます。詳
細は「スピードリミットインフォメー
ション」項を参照してください。

イグニッションをオフにすると、設定
された速度が初期化されます。

 ●設定速度の変更
定速走行中（クルーズコントロール
オン／オフ状況表示⑧が緑色に点灯）
に、コントロールレバーのスイッチ②を
押すと設定速度が減少し、コントロール
レバーのスイッチ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スイッチ②か
③を押すと、あらためてその速度にセッ
トされます。

 ●車間距離の設定

コントロールレバーのスイッチ⑥の操作
で希望する車間距離を設定します。

1.○ コントロールレバーのスイッチ⑥を
押して車間距離設定を表示させます。

2.○ コントロールレバーのスイッチ⑥を
押して車間距離を切り替えます。

設定できる車間距離は、Close、
Normal、Distantの 3段階です。
イグニッションをオフにしたり、スピード
リミッター／クルーズコントロール切り替
えスイッチを 0または LIMITの位置に
回すとオフになりますが、車間距離の設
定の記憶は残ります。
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●●自動ブレーキにより車両が停止した
ときは、設定した車間距離に応じて、
前方の車両との車間距離を保って停
止します。
●●走行速度、路面の状態、周囲の状況
によって、自動ブレーキにより車両
が停止したときの前方の車両との車
間距離は変化することがあります。

 ●システムの異常

設定速度表示が消えて－
が表示されたときは、シ
ステムに異常があります。

警告音とともに SERVICE 警告
灯が点灯し、メッセージが表示
されたときは、システムに異常

があります。

プジョーディーラーで点検を受けてくだ
さい。

●●クルーズコントロールを使用中でも、
アクセルペダルを踏んで加速するこ
とができます。この間、アクティブク
ルーズコントロールの作動は中止さ
れます。アクセルペダルから足を離
すと元の速度で走行します。
●●フロントバンパーに泥や雪などが付
着するとレーダーが正常に作動しま
せん。常に汚れを落としてください。
●●フロントバンパーの塗装や塗装面
の修復はプジョーディーラーにご相
談ください。塗料の種類によっては
レーダーが正常に作動しなくなるこ
とがあります。
●●以下のようなときは、システムは自
動的に解除されます。
•● スペースセーバータイヤを装着し
て走行しているとき
•● ストップランプが故障している
とき
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 ●距離と速度調整状況の表示
メーターパネルの表示 意味

＜灰色 >

検知範囲内の前方に車両がいません。
クルーズコントロールは作動していません。
メッセージが表示されます。

＜灰色 >

検知範囲内の前方に車両がいますが、設定した距離以上の車間が空いています。
クルーズコントロールは作動していません。
メッセージが表示されます。

< 緑色 >

検知範囲内の前方に車両がいません。
通常のクルーズコントロールとして作動しています。
メッセージが表示されます。

< 緑色 >

検知範囲内の前方に車両がいます。設定した車間距離に応じて走行しています。
アクティブクルーズコントロールが作動しています。
メッセージが表示されます。

< 緑色 >
または

< 緑色 >

運転者がアクセルペダルを踏み込んで加速しました。
一時的にアクティブクルーズコントロール機能を中止しています。
メッセージが表示されます。

< 緑色 > < 黄色 >

状況に応じて、アクセルペダルを踏み込んで加速するか、ブレーキペダルを踏んで速度を落と
してください。
警告音とともにメッセージが表示されます。

< 緑色 > < 赤色 >

前方の車両との車間距離が急激に短くなりました。
そのままでは衝突に至ると判断されたため、ブレーキペダルを踏むなど、すぐに運転者の操作
が必要です。
警告音とともにメッセージが表示されます。
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メーターパネルの表示 意味

70
＜灰色 >

または

70
＜灰色 >

< 黄色 >

車両の走行速度や道路状況が適さないために、アクティブクルーズコントロール機能を作動で
きません。
メッセージが表示されます。

＜灰色／緑色 >

または

＜灰色／緑色 >

自動ブレーキにより車両が停止しました。アクティブクルーズコントロール機能を中止しています。
発進するには、アクセルペダルの操作が必要です。
メッセージが表示されます。

●●一度中止されたアクティブクルーズコントロールは、時速 30km 以上で走行中に、コントロールレバーのスイッチ②か③を押して新
たな速度を設定する、またはコントロールレバーのスイッチ④を押して元の速度で再開することができます。
●●自動ブレーキにより車両が停止した後、運転者による操作がない場合は、数分後に自動的にエレクトリックパーキングブレーキが作
動します。
●●ワイパーレバー先端のスイッチを押してメーターパネルの表示を切り替えることができます。メーターパネルの表示はアクティブクルー
ズコントロールに設定してください。
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 ●レーダーが検知できない状況
次のような状況では、必要に応じてブ
レーキペダルの操作で減速する、システ
ムの作動を一時停止するなど、運転者に
よる操作を行ってください。
レーダーが正常に車両を検知できず、シ
ステムが正常に作動しないおそれがあり
ます。

オートバイなどの幅の狭い車両

システムの作動を一時解除してください。

車線の中央を走行していない車両

必要に応じてブレーキペダルの操作で減
速してください。

旋回時

システムの作動を一時解除してください。

前方の車両が急速に速度を落としたとき
や、前方の車両と自車両の間に急に別の
車両が進入したとき

必要に応じてブレーキペダルの操作で減
速してください。

アクティブクルーズコントロールでは、
以下の車両や歩行者などは検知しま
せん。
•● 停止している車両
•● 対向車線を走行している車両
•● 前方を横切って通過する車両
•● 歩行者、自転車、動物



15Page

○○ ドライバースポーツパックについて
第 3章○3-8 ページ

ドライバースポーツパックの作動
と解除
8 速エフィシェント・オートマチック・ト
ランスミッション車は、スイッチの仕様
が異なります。
シフトレバー後方にあるスイッチの前部
を押すと、ドライバースポーツパックが
作動します。メーターパネルに Sが表示
され、スイッチの表示灯が点灯します。
解除するときは、再度スイッチを押して
ください。

○○ スピードリミットインフォメーション
について
第 3章○3-40 ページ

速度の設定
8 速エフィシェント・オートマチック・ト
ランスミッション車は、コントロールレ
バーの仕様が異なります。○
コントロールレバーのスイッチ⑤はス
ピードリミットインフォメーションの表示
速度受付、スイッチ⑥はアクティブクルー
ズコントロール（ブレーキサポート付き）
の車間距離の表示と設定に使用するス
イッチです。

○○ スピードリミッターについて
第 3章○3-41ページ、3-42ページ

スピードリミッター／最高速度の
設定
8 速エフィシェント・オートマチック・ト
ランスミッション車は、コントロールレ
バーの仕様が異なります。○
コントロールレバーのスイッチ⑤はス
ピードリミットインフォメーションの表示
速度受付、スイッチ⑥はアクティブクルー
ズコントロール（ブレーキサポート付き）
の車間距離の表示と設定に使用するス
イッチです。
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○○ 表示灯類について
第 4章○4-6 ページ

作動状態を表示する表示灯

表示灯 状態 意味 対処方法

ブレーキ作動促進 点灯
ブレーキペダルを踏む必要があ
ります。

エンジンがかかっているときは、パーキングブレーキを
解除する前、シフトレバーをPから移動させる前、また
は時速5km以下ではシフトポジションをNから他のモー
ドにする前に、必ずブレーキペダルを踏んでください。

○○ 警告灯類について
第 4章○4-13 ページ

警告灯

警告灯 状態 意味 対処方法

バッテリー 点灯
充電機能に異常が発生していま
す。

エンジンを始動すると消灯します。警告灯が消えない場
合は、直ちに安全な場所に停車させ、プジョーディーラー
にご連絡ください。
エレクトリックパーキングブレーキがかからない場合は、
輪止めをしてください。
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○○ バッテリーが上がったときについて
第 7章○7-19 ページ

バッテリーが上がったとき

8 速エフィシェント・オートマチック・
トランスミッション車は、押しがけに
よるエンジンの始動はできません。

○○ けん引されるときについて
第 7章○7-23 ページ

吊り上げずに（4輪が接地した状
態）けん引されるとき
8速エフィシェント・オートマチック・ト
ランスミッション車は、けん引時は、エ
ンジンがかかっている状態で、シフトポ
ジションを Nにしてください。

エンジンを始動できないときは、けん
引は専門業者にご依頼ください。




