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ごあいさつ

このたびはプジョー207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207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をも
とに作成しております。
	 また、車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
車と異なることがあります。
・本書は、207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。



はじめに

�

はじめに

重要安全情報
この取扱説明書には、車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
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207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207の非合法な改造は、法に触れるだけでなく車の
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。
この車の電気配線には、多重通信システムの制御信号が流れて
います。プジョー純正以外のナビゲーションシステムやラジオ
などのアクセサリー類の取り付けのために車の配線に加工や接
続をすると、エンジンやブレーキの制御に障害を与え、その結
果、機器の故障や事故にいたる恐れがあります。これらの取り
付けにあたっては、プジョーディーラーにご相談ください。
また、プジョーが供給していないアクセサリー類の取り付けや、
あるいはプジョーの指示に従わない装着方法によって発生し
た、車または機器の不具合もしくは事故等に関わる損害の補
償をいたしません。
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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207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
階から使用を除外しています。

●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、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。



�

207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：ESP	OFFボタン、バックソナーキャ
ンセルボタン*、集中ドアロックボ
タン、アラームボタン*、チャイルド
ロックボタン*

⑦：シフトレバー*
⑧：パーキングブレーキ
⑨：パノラミックガラスルーフサン
シェードスイッチ(SW)

⑩：パワーウィンドウスイッチ、電動ミ
ラースイッチ、リアパワーウィンドウ
スイッチキャンセルボタン*

⑪：ヘッドランプ光軸調整*
⑫：サイドウィンドウ吹き出し口
⑬：ダッシュボード吹き出し口
⑭：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、方向指
示器レバー

④：ハザードスイッチ
⑤：パフュームデフューザー*
⑥：マルチファンクションディスプレイ、
シートベルト警告灯、助手席エアバッ
グ解除警告灯

⑦：日射センサー
⑧：助手席エアバッグ
⑨：高音用スピーカー
⑩：グローブボックス、助手席エアバッ
グキャンセルスイッチ、ヒューズボッ
クス

⑪：ボンネット解除レバー
⑫：前席灰皿、シガーライター
⑬：空調コントロールパネル
⑭：ＣＤチェンジャー*
⑮：カーステレオ*
⑯：ダッシュボード中央吹き出し口
⑰：マルチファンクションコントローラー

*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。

車の解錠
ボタンBを押します。

車の施錠
ボタンDを押します。

ガラスハッチオープナー(SW)
ボタンCを押します。
車が解錠され、ガラスハッチが少し開き
ます。

●テールゲート（SW）（→P. 2-16）

1．リモコンのボタンBを押してドアを解
錠します。

2．テールゲートのハンドルを手前に持
ち上げて開きます。

テールゲートとガラスハッチは同時に
開けることはできません。

●ガラスハッチ（SW）（→P. 2-16）

車の施錠時
1．リモコンのボタンCを押して、ガラス
ハッチを解錠して少し開けます。

2．ワイパーアームに指をかけて上に開
きます。

車の解錠時
1．テールゲートのスイッチを押して、ガ
ラスハッチを少し開けます。

2．ワイパーアームに指をかけて上に開
きます。
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●フュエルリッド（給油口）
 （→P. 2-18）

1．フュエルリッドフラップ①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．キャップ②をはずして、フラップの
内側にかけます。

燃料タンクの容量は約50リットルです。

●ボンネット（→P. 2-15）

A．内部のレバー
B．外部のレバー
C．支柱

●パノラミックガラスルーフ（SW）
 （→P. 2-14）

1．スイッチを引き上げるとサンシェード
が開きます。

2．スイッチを押すとサンシェードが閉ま
ります。
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●ライトスイッチ（→P. 4-8）

リングＡ

すべてのライトが消灯します。

オートライトが機能します。

ポジションランプおよびテール
ランプが点灯します。

ロービームが点灯します。ハイ
ビームに切り換える場合はス
イッチレバーを手前に引きます。

リングB
リアフォグランプのみ点灯／消
灯します。

フロントフォグランプ、リアフォ
グランプが点灯／消灯します。

●ワイパー／ウォッシャー（→P. 4-16）

レバーA　フロントワイパー
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モードにしておくと、降雨量に応
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。

AUTOモードにする
ワイパーレバーを下側に押します。

AUTOモードの解除
ワイパーレバーをⅠ以上にするとAUTO
モードが解除されます。

リングB　リアワイパー

停止

間欠作動

ウォッシャー
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●チルトステアリング（→P. 3-3）

1．チルトステアリングのロックを解除し
ます。

2．ステアリングの高さ、奥行きを調整
します。

3．チルトステアリングをロックします。

●パワーウィンドウ（→P. 2-10）

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：後席右側リアウィンドウ開閉スイッチ*
④：後席左側リアウィンドウ開閉スイッチ*
⑤：リアウィンドウキャンセルボタン*

*仕様により異なります。

●電動ドアミラー（→P. 5-16）

ドアミラーの調整
1．スイッチCを、調整するドアミラー側
（A）に動かします。

2．スイッチBで角度を調整します。
3．スイッチCを中央の位置に戻します。

ドアミラーの格納
スイッチCを中央にして、Dの方向に引き
ます。
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207操作・使用方法早わかり

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：ヘッドレストの角度と高さ調整*
⑤：リアシートへの乗り降り*
⑥：アームレスト*

ヘッドレストをはずしたまま走行しな
いでください。

●フロントシートベルト（→P. 1-6）

シートベルトのバックル①をキャッチに
差します。

アンカー②でシートベルトの高さを調整
します。

*仕様により異なります。

●フロントシート（→P. 1-2）
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●ルームミラーの調整（→P. 5-16）

1．自動防眩ミラーオン／オフスイッチ*
2．ミラーの角度を調整します。

●警告灯（→P. 4-4）

イグニッションをオンにすると、オレンジ
と赤の警告灯が点灯します。エンジンが
かかっても消灯しないランプがあれば、
その箇所に異常があることがあります。
プジョーディーラーにご相談ください。

●メーターパネル（→P. 4-2）

A．イグニッションがオンになると、燃
料計の針が上ります。

B．エンジンがかかると、燃料残量警告
灯が消灯します。（燃料不足の場合
を除く）

C．イグニッションがオンになるとオイ
ルの量が適正であることを示すOIL 
OKの表示が数秒間点灯します。
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●コントロールパネル

A．ESP OFFボタン（→P. 3-8）
	 ESPの機能をOFFにします。
B．	バックソナーキャンセルボタン* 

（→P. 3-15）
	 バックソナーをキャンセルします。
C．集中ドアロックボタン（→P. 2-6）
	 ドアの施錠／解錠を行います。
D．アラームボタン*（→P. 2-8 ）
	 内部検知アラームをキャンセルしま
す。

E．	チャイルドロックボタン* 
（→P. 2-7）

	 チャイルドロックをオン／オフします。

●助手席エアバッグキャンセルス
イッチ（→P. 1-13）

1．グローブボックスを開けます。
2．イグニッションキーを差し込みます。
3．助手席に大人が乗車しているとき、
もしくは前向きチャイルドシートを
取り付けた場合、ＯＮにします。

	 後ろ向きにチャイルドシートを取り
付けた場合には必ずOFFにします。

4．そのままキーを抜きます。

●シートベルト着用／非着用警告
バー（→P. 1-7）

イグニッションをオンにすると、バーが
点灯／消灯してシートベルトの着用状況
を表示します。
A．助手席側シートベルト警告灯
B．運転席側シートベルト警告灯
C．後席左側シートベルト警告灯
D．後席中央シートベルト警告灯*
E．後席右側シートベルト警告灯

*仕様により異なります。
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①：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。

③：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。

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：エアコンオン／オフボタン

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／空調オフボタン
大のボタンを押すと、風量が
大きくなり、小のボタンを押
すと小さくなります。
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
一時的に外気導入を止めるとき
にこのボタンを押します。

②：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。

●左右独立式オートエアコン（→P. 5-4）

⑨：リアウィンドウデフォッ
ガーボタン

リアウィンドウやドアミラーの曇
りを取ります。
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●スピードリミッター*
　（→P. 3-13）

①：メインスイッチ
②：設定速度減少
③：設定速度増加
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。

●イグニッションキーの位置
　（→P. 3-2）

1．停止
2．イグニッションオン
3．エンジン始動

●クルーズコントロール*
　（→P. 3-10）

①：メインスイッチ
②：設定速度の減少
③：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以上のときに可能です。

*仕様により異なります。
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●メータパネルのディスプレイ*
　（→P. 3-13）

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。

クルーズコントロール

スピードリミッター

*仕様により異なります。

●エコノミーモード（→P. 7-9）
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 
mode 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。
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安　全　な　ド　ラ　イ　ブ　に　つ　い　て

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。
荷物はできるだけラゲッジルームに積み、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。

iii



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摩耗したり、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。特に摩耗したタイヤは、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、昼間でもヘッドランプ（下向き）とフォ
グランプを点灯して、周囲の車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
ンプが点灯しません。手動で点灯してください。

v
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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。
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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
（→P. 1-9）

・チャイルドシートの使用は6歳未満のお子さまに法律で義務付
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。
・取り付け方法は、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
手席の位置を中間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。衝撃でケガを
したり、最悪の場合死亡するおそれがあります。キャンセルス
イッチがない車では、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、ウィンドウ、サン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、サン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。

ウィンドウ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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安　全　な　ド　ラ　イ　ブ　に　つ　い　て

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
どの生命の危険に関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。
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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N（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、
状況に応じてシフトレバーを1またはR（マニュアルトランスミッ
ション車）にし、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。

炎天下での駐車時は、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。

x



安　全　な　ド　ラ　イ　ブ　に　つ　い　て

　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。
・故障等でやむを得ず路上に停車する時は、ハザードランプの他
に停止表示板を使用して、他の車両に停止している事を知らせ
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ご連絡ください。
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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
排気ガスによる一酸化中毒になり重大な障害におよぶか死亡に
つなが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。

xii



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。

xiii



安　全　装　置　に　つ　い　て

　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／カーテンエアバッグについ
　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／カーテン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。カーテンエアバッグは、フロントピラー
とルーフ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。



安　全　装　置　に　つ　い　て

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（エレクトロニックスタビリティプログラム／トラ
クションコントロール）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。



運　転　装　置　に　つ　い　て

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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　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。



運　転　装　置　に　つ　い　て

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オ
ンにして、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。

xix



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ご連絡く
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、ウィンドウやサンルーフもきちん
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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安全に運転するために

１
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。
●シートを元に戻すときには、身体の一部や障害物が妨げにならないように注意し、正
しい位置に固定してください。

●フロントシートの調整
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。

運転席シートの高さ調整
レバーを上下に動かして高さを調整しま
す。

背もたれの角度調整
レバーを後方へ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。
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安全に運転するために

１
ヘッドレストの脱着
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Aを動かしながら引き上
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。

●ヘッドレストは衝突の際にはずれな
いように、支柱によって支えられて
います。

●高さ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調整してく
ださい。

●ヘッドレストをはずして運転しない
でください。

リアシートへの乗り降り*

1．必要に応じてシートベルトをドアピ
ラー側に収納してください。

2．ハンドルを引いて、背もたれを前方
に倒します。

3．座席を前方に動かします。
4．背もたれを引き起こすと元の位置に
戻ります。

シートを元に戻すときには、身体の一
部や障害物が妨げにならないように注
意し、正しい位置に固定してください。

*仕様により異なります。

シートベルトを巻き込まないように注
意してください。リアシートへの乗り
降りの妨げになります。

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
ヘッドレストを引き上げると上がります。
ラグAを押しながらヘッドレストを押すと
下がります。

角度調整*
ヘッドレストの下部を前後させます。
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安全に運転するために

１
アームレスト*
手で引き下げて使用します。
アームレスト取り付け部のロックを押し
込むと取りはずすことができます。

リアシート

左右分割式のリアシートは折りたたむこ
とができます。

●リアヘッドレスト

高さ調整
高い位置、低い位置があります。

取りはずし
一番高い位置でラグを押してヘッドレス
トをはずします。

ヘッドレストを取りはずしたまま走行
しないでください。

仕様によっては、シートによりヘッド
レストの形状や大きさが異なる場合が
あります。取り付け位置を間違えない
でください。

●リアシートの折りたたみ
 （ハッチバック)

1．フロントシートを前にずらします。
2．シートクッション①の前部を持ち上
げます。

3．シートクッション①を前席に対して
傾けます。

4．シートベルトが損傷しないようにシー
トベルトを背もたれの脇に寄せます。

*仕様により異なります。
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安全に運転するために

１●リアシートを折りたたむ際のダメー
ジを防ぐために、シートクッション
から作業を始めてください。

●リアシートを戻すときには、シート
ベルトを巻き込まないように注意し
てください。

シートクッション①をはずすことで、
荷室を広く使用できます。
シートクッションの固定部を内側に押
しながらずらすと取りはずすことがで
きます。

●リアシートの折りたたみ（SW）

1．フロントシートを前にずらします。
2．ヘッドレストを下げます。

3．レバー②を手前に引き、背もたれ③
のロックを解除します。
背もたれ③がシートクッション①へ
倒れます。

5．ノブ②を引き、背もたれ③のロック
を解除します。

6．ヘッドレストを低い位置に移動させ
ます。場合により、取りはずします。

7．背もたれ③を前方へ倒します。

●リアシートの戻しかた（ハッチバック)
1．背もたれ③を起こして元の位置に戻
します。

2．シートクッション①を元の位置に戻
します。
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安全に運転するために

１
シートベルト

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。

●シートベルトの高さ調整

ベルトを引き出し、アンカーAの中央部
を押しながらアンカーAを上下にスライ
ドさせて、ベルトが肩先と首との間に当
たるように合わせます。

●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。

●リアシートベルトの着用
リアシートにはシートベルトが2箇所も
しくは3箇所に装着されています。

シートベルトのストラップを引き出し、
バックルに差し込みます。ストラップを
引っ張って、正常に装着されたかを確認
します。バックルの赤いボタンを押すと
はずれます。

●リアシートの戻しかた（SW）

1．背もたれ③を起こして元の位置に戻
します。

シートをたたむときは、シートクッショ
ンの上下に障害物がないことを確認し
てください。

背もたれを倒すと荷室を平らに使用で
きます。
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安全に運転するために

１
●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、シートベルトを着用して
いないとメーターパネルの警告
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。

*仕様により異なります。

●シートベルト着用／非着用警告バー

イグニッションをオンにすると、バーが
点灯／消灯してシートベルトの着用状況
を表示します。
①：助手席側シートベルト警告灯
②：運転席側シートベルト警告灯
③：後席左側シートベルト警告灯
④：後席中央シートベルト警告灯*
⑤：後席右側シートベルト警告灯

警告バーが点灯した場合、点灯した席の
シートベルトが締められていません。シー
トベルトが締められていると消灯します。
後席の警告灯③④⑤のいずれかが点灯し
たままであっても、エンジン始動後30
秒経過すると警告バーが消灯します。こ
の際、メータパネルの警告灯も消灯しま
す。
助手席に乗車していないときは、警告灯
①は点灯しません。

●助手席の着座検知
助手席の座面に圧力センサーがあり、約
35kg以上の重量が加わった状態でシー
トベルトを着用していないと警告灯①が
点灯します。

助手席に重い荷物を置いて走行する場
合は、シートベルトのストラップを引
き出してバックルを差し込むと警告灯
①が点灯しなくなります。



��-

安全に運転するために

１ ●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。
●シートベルトは、上部を肩にしっかりとかけ、下部は腰骨のできるだけ低い位置にか
けてください。
●シートベルトを2人以上で共有しないでください。
●お子さまをひざの上に抱いて走行しないでください。
●アームレスト付シートでは、シートベルトが本来の位置になるようにアームレスト部
分の引き回しに注意してください。衝突の際にシートベルトの効果が無くなります。
●シートベルトの部品をむやみにはず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。
●シートベルトを修理、交換する場合はプジョーディーラーにご相談ください。
●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。

●降車時には、シートベルトを確実に収納させてください。
●シートベルトがロックして引き出せないときは、ベルトを強く引いてから、ゆるめて
ください。
●シートベルトが汚れた場合は、せっけん水や洗剤で洗ってください。
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安全に運転するために

１
●3点式シートベルトを使用した

チャイルドシート
新生児から体重13kgまで

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。

体重15kgから36kgまで
体重15kg〜36kg位ま
でのお子さまにお勧め
するタイプです。

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。

・後ろ向きチャイルドシートは2歳までの
お子さまにご使用ください。
・前向きチャイルドシートは2歳以上のお
子さまにご使用ください。

●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。
●後席のウィンドウは3分の2以上開
けないようにしてください。

●ISOFIXチャイルドシート
　（プジョー推奨）
体重9kgから18kgまで

前向きチャイルド
シート、アッパース
トラップ付き。
シートの角度を3
段階に調節できま
す。
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安全に運転するために

１
●チャイルドシートの推奨取り付け位置
以下の表は、お子さまの年齢と車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。取り付けは、後ろ向き、前
向きともに可能です。

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 ○ ○ ○ ○

　後席左右 ○ ○ ○ ○

 後席中央 
（ハッチバック）* ○（*1） × × ×

後席中央（SW） ○（*2） ○（*2） ○（*2） ○（*2）

※前席に取り付ける場合、シートの前後位置を中間に合わせ、シートの高さを一番高くし
てください。

※プジョーでは可能なかぎり、全てのチャイルドシートにおいてリアシートに設置すること
を奨励しています。

*1　装着が可能なチャイルドシートが限られます。
*2　後席左側シートは使用できなくなります。

*仕様により異なります。
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安全に運転するために

１
●助手席へのチャイルドシートの取り

付け（3点式シートベルトを使用）

後ろ向きチャイルドシート
後ろ向きチャイルドシシートは助手席に
取り付けてください。その際、助手席エ
アバッグの機能をキャンセルすることが
必要です。

前向きチャイルドシート
前向きチャイルドシートを助手席に取り
付けた際、助手席の前後スライド量は中
間にしてください。エアバッグが膨らん
だ際の影響を少なくします。

シート位置は中間です。

●ISOFIXチャイルドシートの取り
付け方

取り付け可能シート位置

ISOFIX規格のチャイルドシートを取り付
けることができるシートを表しています。
取り付けが可能なシート位置にはそれぞ
れ3つの金具が装備されています。
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安全に運転するために

１

取り付け金具
シートの背もたれとシートクッションの
間に2つの金具Aがあります。

取り付け金具
トップテザー対応のシートは、ストラッ
プを背もたれの裏側のトップテザーアン
カーBに装着してください。

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
金具が、左右のリアシートに設置されて
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。

●チャイルドシートは正しく取り付け
てください。事故などの場合に十分
な保護ができなくなる恐れがありま
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。
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安全に運転するために

１
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
きの衝撃からお子さまを守るためです。

ON
助手席に大人が着席しているときは、必
ず助手席エアバッグキャンセルスイッチ
をONにします。助手席エアバッグが作
動します。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。助手席エアバッグは作動しませ
ん。

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、センター
コンソール内の警告灯が点灯するの
を確認します。

シート前方のエア
バッグにより保護
されるシートには、
後ろ向きチャイル
ドシートを使わな
いでください。

●安全のためチャイルドシートはなる
べく後席に取り付けてください。

●助手席エアバッグが作動する状態
で、後ろ向きチャイルドシートを助
手席に装着しないでください。

●助手席エアバッグOFF･機能は、助
手席にチャイルドシートを装着する
時のみ使用し通常助手席エアバッ
グはON･の状態にしてください。車
両に装着された助手席エアバッグス
イッチをOFF･の位置にして、チャ
イルドシートを使用する場合は、助
手席エアバッグOFF･の警告灯が点
灯していることを確認してください。
この場合助手席エアバッグは作動し
ません。
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安全に運転するために

１
エアバッグ

エアバッグはイグニッションがオンの時
だけ作動します。
エアバッグは致命的な事故の際にフォー
スリミッター付シートベルトを補助して
乗員を最大限守るように設計されていま
す。
万一の際、エアバッグシステムが急激な
減速を感知してそれがある到達点にまで
達していたら即座にシステムが起動して
乗員の保護を行います。
その直後エアバッグはしぼんで乗員が脱
出しやすい空間を確保します。
エアバッグはシートベルトが十分フォロー
できる範囲内の衝撃では開きません。

展開後のエアバッグはガスが抜けてす
ぐしぼむようにできています。このガ
スには若干の刺激性があります。

フロントエアバッグ

運転席エアバッグはステアリング中央部
に収納されています。
助手席エアバッグはダッシュボード内に
収納されています。
助手席エアバッグキャンセルスイッチが
OFFのときは展開しません。

●ステアリングのスポーク部を握って
運転したり、センターパッド部に手
をおいて運転しないでください。

●助手席に座る人は、ダッシュボード
に足を乗せないでください。

●ステアリングをはずしたり、物を突
き刺したり、激しく物を当てないで
ください。

フロントサイドエアバッグ

前席のシートバック部に収納されており
横からの衝撃に対してのみ、左右が独立
して展開します。

●シートカバーはプジョーが推奨する
ものだけを使ってください。

●シートバック部にアクセサリー等を
つけたり、貼ってはいけません。

●ドア側に近づきすぎた座り方をしな
いでください。
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安全に運転するために

１
カーテンエアバッグ
ドアピラー部から天井にかけて収納され
ており、横からの衝撃に対し前席と後席
の乗員を保護するために左右が独立して
展開します。

●天井やピラーにアクセサリー等を取
り付けたり貼ったりしないでくださ
い。
●天井に取り付けられているグリップ
ハンドルをはずさないでください。
カーテンエアバッグが機能するため
の一部になっています。

●故障している時は
メーターパネル上の警告灯が点
灯します。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システムの点検を
受けてください。

エアバッグの作動条件

A．フロント衝撃ゾーン
B．サイド衝撃ゾーン

フロントエアバッグの作動条件
フロント衝撃ゾーンAに、車両前方から
後方へ縦方向の強い衝撃を水平に受け
たときに、運転席エアバッグと助手席エ
アバッグが連動して作動します。
助手席エアバッグの作動を解除している
ときは、助手席エアバッグは連動して作
動しません。

フロントサイドエアバッグの作動条件
サイド衝撃ゾーンBに、車両外側から内
側へ横方向の強い衝撃を水平に受けた
ときに、衝撃を受けた側が作動します。

カーテンエアバッグの作動条件
サイド衝撃ゾーンBに、車両外側から内
側へ横方向の強い衝撃を水平に受けた
ときに、フロントサイドエアバッグと連
動して作動します。

●車両側面への衝撃や衝突が弱いと
き、および横転、転覆したときは、
エアバッグが作動しないことがあり
ます。

●正面衝突したとき、または、追突さ
れたときは、サイドエアバッグやカー
テンエアバッグは作動しません。
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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。
●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。
・喫煙中にエアバッグが作動するとケガややけど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。
●エアバッグ警告灯が２つともが続けて点灯しているときは、後ろ向きチャイルドシー
トを助手席に取り付けないで下さい。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。
●エアバッグシステムの改造は絶対に行わないでください。

エアバッグは一度しか作動しません。フロントエアバッグ、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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安全に運転するために

１
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。

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、運転席側のドアピラー部*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。

*仕様により異なります。
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安全に運転するために

１
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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安全に運転するために

１
保安炎筒

運転席の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207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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各部の開閉のしかた

２

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、すべてのドアやテールゲートの施錠・
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
アやテールゲート、ガラスハッチが開い
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。
折り畳むときは、ボタンAを押したまま
鍵をもとの位置に戻します。

●施錠
車に向けてメインキーの施錠
ボタンを押す、または、運転
席側のドアにある鍵穴にキー
を差込み、左に回します。

ハザードランプが1回約2秒間点灯し、
ドアとテールゲート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
解錠ボタンを押す、または、
運転席側のドアにある鍵穴に
キーを差込み、右に回します。
ハザードランプが約2秒間点

滅し、ドアとテールゲートのロックが同
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
自動的にロックされます。

●ガラスハッチオープナー(SW)
メインキーのガラスハッチ解
錠ボタン（中央）を2秒以上押
します。
ドアとテールゲートのロック

が解錠され、ガラスハッチが少し開きま
す。

スーパードアロック*
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
ドア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。
施錠ボタンを押してから5秒以内にもう一
度押す、または、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
パードアロックがかかります。
仕様により、ドアミラーも連動して格納
されます。

*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コンが作動しな
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．直ちにリモコンの施錠ボタンを数秒
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。

●荷物の出し入れだけのためにリモコ
ンでガラスハッチを開けたときは、
再度施錠する必要があります。

●車内に人がいるときは、スーパード
ア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。

●テールゲートとガラスハッチは同時
に開けることはできません。

●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
うちに車のロックが解除されてしま
うおそれがあります。

　また、車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。

●環境汚染防止のため、使用済みの
電池は正しく廃棄してください。

●電池（CR1620 3V）の交換

リモコンの電池が消耗すると、警告音と
共にシステム警告灯が点灯し、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。
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207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を
識別する装置が内蔵されており、車側と
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。

●エンジンイモビライザーの改造をし
ないでください。故障の原因になる
おそれがあります。
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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
がさずに車とは別の場所に大切に保管し
てください。

スペアキー
車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。

●キーを複製しても、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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ドア／ドアロック／チャイルド
ロック*

●車外からドアを開ける

ドアロックを解錠後、ドアハンドルを引
いて開けます。

●車内からドアを開ける

内側のドアハンドルを引くと、全てのロッ
クが解除されます。ただし、スーパードア
ロックされているときは解除できません。

●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。

マニュアルロック（非常時）

バッテリー上がりなどで、集中ドアロッ
クが作動しないときには次の方法でドア
をロックすることができます。
運転席側は、キーをドアのキー穴に差し
込み施錠または解錠をします。
その他のドアは、ドア端部の穴にキーを
差し込み内側へ1／8回転させてからド
アを閉めると施錠できます。

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／テールゲ
ートの施錠ができます。
施錠するとインジケーターが点滅します。
ただし、ドアのいずれかが開いている場
合には内側からの集中ロックはできませ
ん。
解錠するときはボタンAを再度押してく
ださい。

外側から施錠されていた場合、もしく
はスーパーロックがかかっていた場合、
ボタンのインジケーターは点滅し、機
能しません。
このような場合には、リモコンもしく
はキーを使って解錠してください。

*仕様により異なります。
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各部の開閉のしかた
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●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。
完全に閉まっていないドアがあると、オー
トドアロックは作動しません。
テールゲートが開いたままでもオートド
アロックは作動します。

●オートドアロック機能のオン／オフ

機能をオンにするには
ボタンAを2秒以上押し続けます。
マルチファンクションディスプレイに確認
のメッセージが流れます。

機能をオフにするには
ボタンAを再度2秒以上押し続けます。

*仕様により異なります。

メカニカルチャイルドロック*

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
ブをキーなどを使用して後方へ1／8回
転させておくと車内からは開けられなく
なります。

チャイルドロックボタン*

センターコンソールにあるボタンを押す
と、リアドアのチャイルドロックがコン
トロールできます。
ボタンAを押すとインジケーターが点灯
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、チャイルドロッ
クがオンになります。
解除するには、もう一度ボタンAを押し
てください。

●チャイルドロックは、ドアロックの作
動とは別に独立して作動します。
●車から離れるときは、短い時間で
あってもキーを抜いてください。
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アラーム*

プジョー207には、車の盗難や車の内
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、ドアやテール
ゲート、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、ウィンドウが壊
されたり、車内の動きを感知
すると作動します。

改ざん検知：	サイレンやコントロールユ
ニット、バッテリーの接続
が切断されると作動しま
す。

●アラームのセット
1．イグニッションをオフにして、車の外
へ出ます。

2．リモコンを使用してロックまたはスー
パードアロックします。

3．アラームボタンAのインジケーターが
1秒間に1回点滅して、アラームがセッ
トされます。

●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、ウィンドウ
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。
1．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
ケーターが連続点灯するまでアラー
ムボタンAを押します。

2．車の外へ出ます。
3．リモコンを使用してロックまたはスー
パードアロックします。

4．アラームボタンAのインジケーター
が1秒間に1回点滅して、外部検知ア
ラームだけがセットされます。

内部検知は、アラームを解除すると回
復します。内部検知をキャンセルする
必要があるときは、イグニッションを
オフにする度に設定してください。

●アラームの解除
1．リモコンを使用して解錠します。
2．アラームボタンAのインジケーターが
消灯して、アラームが解除されます。

●アラームの作動
約30秒間、警報が鳴ってハザードラン
プが点滅します。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。

*仕様により異なります。
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●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．キーを使用して運転席ドアを解錠し
ます。

2．ドアを開けます。（アラームが作動）
3．イグニッションをオンにします。（ア
ラームが停止）

●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。

*仕様により異なります。

●アラームの自動セット*
次のようなとき、アラームが自動的にセッ
トされます。
−	 ドアやテールゲートの状況に関わら
ず、リモコンを使用して施錠してか
ら45秒経過する。

−	 ドアまたはテールゲートが閉じられ
てから2分経過する。

ドアやテールゲートを開けたときに、偶
然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。

●アラームシステムの改造をしないで
ください。

●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Aのインジケーター
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。

●以下のときは、アラームが作動する
のを防ぐために、キーを使用して施
錠するなど、アラームをセットしな
いでください。
－･洗車するとき
－･バッテリーを取りはずすとき
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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：後席右側ウィンドウ開閉スイッチ*
④：後席左側ウィンドウ開閉スイッチ*
⑤：リアウィンドウキャンセルボタン*

マニュアルウィンドウ開閉
スイッチを軽く押したり引いている間だ
けウィンドウが開閉します。スイッチから
手を離すと同時にウィンドウも停止しま
す。

ワンタッチ開閉
スイッチを1回強く押すか引くと、ウィン
ドウは自動的に全開閉します。スイッチ
から手を離しても、ウィンドウは完全に
開閉します。

途中で止めるときは、再度スイッチを押
すか引きます。

イグニッションをオフにしてから約45
秒間、パワーウィンドウの操作ができ
ます。ただし、その間にフロントドア
を開けると操作できなくなります。そ
れ以降は、再度イグニッションをオン
にしてから操作をしてください。

挟み込み防止機能
パワーウィンドウには、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。
1．一度完全にウィンドウを下げます。
2．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。

パワーウインドウ挟み込み防止機能が
機能しなくなったら、ただちにプジョー
ディーラーへご連絡ください。

*仕様により異なります。
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リアウィンドウキャンセル*

ボタン⑤を押すと、後席のリアウィンド
ウ操作ができなくなります。お子さまの
危険防止に有効です。
ボタン⑤が下がっている場合は、後席の
操作はできません。
ボタン⑤が上がっている場合は、後席の
操作は可能です。

*仕様により異なります。

●パワーウィンドウの再初期化
バッテリーをはずした後など正常に動作
しないときは、以下の手順で初期化をし
てください。
1．一度完全にウィンドウを下げます。
2．スイッチを引くとウィンドウが数セン
チ上がります。完全に閉まるまで繰
り返してください。

3．ウィンドウが完全に閉まったあと1秒
以上、スイッチを引き続けてください。

●運転者が助手席のウィンドウを操作
する場合は、ウィンドウを閉めるのに
障害物がないか確認をしてください。

●ウィンドウを閉めているとき、誤っ
て障害物などが接触したときは、た
だちにウィンドウを開けてください。

●助手席の人がウィンドウを閉める際
には運転者がその操作に対して注意
を払ってください。

●お子さまにはウィンドウの操作をさ
せないでください。

●車から離れるときは、短い時間で
あってもキーを抜いてください。

●洗車場などで高圧洗浄する場合、
洗浄ノズルを少なくとも50センチ
以上ウィンドウやドアシールから離
してご使用ください。

●初期化中は挟み込み防止機能は働
きません。安全に配慮してください。
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リアウィンドウガラス（3ドア車）

開くとき
1．チルトレバーを引き上げて外側に押
します。

2．レバーを全開にして引き下げてロッ
クします。

閉じるとき
レバーを引いて閉じます。ロックするま
で引き下げます。

サンルーフ（ハッチバック）*

開くとき
スイッチを左に回すと、開く度合いを9
段階から選択できます。

閉じるとき
スイッチをOに合わせます。

挟み込み防止機構
障害物があると停止して少し開きます。

●バッテリーの接続をはずした後の
初期化

1．スイッチを0の位置に合わせます。
2．スイッチを2秒以上押します。
3．サンルーフが完全に閉まるまで待ち
ます。

4．閉まったらサンルーフを少しだけ開
きます。

*仕様により異なります。
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●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。
●サンルーフを操作するときは、障
害物がないか確認をしてください。
誤って接触したときは、ただちにサ
ンルーフを開けてくだい。
●同乗者がサンルーフを操作するとき
も十分に注意してください。
●お子さまにはサンルーフの操作をさ
せないでください。
●車から離れるときは、短い時間で
あってもキーを抜いてください。

初期化中は挟み込み防止機能は働き
ません。安全に配慮してください。

●サンルーフのシャッターの開閉は、
手動で行います。

●サンルーフが障害物によって途中で
停止したときは、直ちにスイッチを
Oにして閉まるまで押し続けます。
このとき、挟み込み防止機能は作動
しません。
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パノラミックガラスルーフ
（ハッチバック）

サンシェードを開くとき
手動で好みの位置まで後方に引きます。

サンシェードを閉じるとき
手動で好みの位置まで前方に引きます。

パノラミックガラスルーフ
（SW）

サンシェードを開くとき
スイッチAを引き上げ、好みの位置でス
イッチAから手を離すとサンシェードが
停止します。

サンシェードを閉じるとき
スイッチAを押し、好みの位置でスイッ
チAから手を離すとサンシェードが停止
します。

●サンシェードを操作するときは、障
害物がないか確認をしてください。
誤って接触したときは、ただちにサ
ンシェードを開けてくだい。

●同乗者がサンシェードを操作すると
きも十分に注意してください。

●お子さまにはサンシェードの操作を
させないでください。
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ボンネット

●ボンネットを開けるには
1．前席左側ドアを開き、ドアシル部に
あるレバーAを引きます。

2．ボンネットの下のロックレバーBを斜
めに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Cをキャッチに
固定します。
閉めるときには、支柱Cを元の位置に戻
します。

キャッチは2箇所あり、ボンネットを2
段階に固定することができます。

●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。



���-

各部の開閉のしかた

２

テールゲート／ガラスハッチ

●テールゲートの開けかた（ハッチ
バック）

開けるとき
ドアの施錠・解錠と連動しています。
あらかじめドアロックを解除してから、
ハンドルを手前に引いて持ち上げます。

●テールゲートの開けかた（SW）

テールゲートを開けるとき
ドアロックを解除し、ガラスハッチが閉
まっていることを確認します。
ハンドルAを手前に引いて持ち上げます。

●ガラスハッチの開閉（SW）

ガラスハッチを開けるとき
ドアロックを解除し、テールゲートが閉
まっていることを確認します。
スイッチBを押し、ワイパーアームのCに
指をかけて上に開きます。
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ガラスハッチを閉めるとき
ガラスの中央を外側から押して閉めます。

●テールゲートとガラスハッチは同時
に開けることはできません。
●リアワイパーの作動中はガラスハッ
チを開けることはできません。

●テールゲート／ガラスハッチ閉め
忘れ警告

テールゲートおよびガラスハッ
チを確実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。また、半ドア警告灯も
点灯します。そのまま走行すると、時速
10Km以上では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
数秒間表示され警告灯も点灯します。

テールゲートおよびガラスハッチは、
時速10Km以上で自動的に施錠され
ます。いずれかのドアを開くか、時速
10Km以下でドアロックボタンを押す
と解錠されます。

●テールゲートが解錠しないとき

テールゲートのロックが解錠できないと
きは、次のように行います。
1．リアシートを倒し、テールゲートの
内側からロック機構にアクセスでき
るようにします。

2．小さいドライバーをAに差し込んで
中のバーを左に動かして解錠します。
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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50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。

フューエルゲージの故障
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ご連絡ください。

燃料計内の警告灯が点灯したと
きは、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
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。
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。

●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。

キーはキャップをロックしないとキー
穴から抜けません。
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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。

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。

●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、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。

●エンジンが始動している時には、車
両から離れないでください。
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ステアリング／ホーン

●チルトステアリング
ロックレバーを手前に引くと、チルトステ
アリングのロックが解除されます。
ステアリングホイールの高さや奥行きを
調整し、ロックレバーを押し下げてロッ
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。

ホーンを使用する際には、節度を守り、
差し迫った危険を感じるなどの緊急の
場合に使用してください。
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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
止している時にシフトしてください。

N．ニュートラル：エンジンを始動でき
ます。
パーキングブレーキを併用してください。

D．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。

M．マニュアルシフトポジション：＋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。

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。

ブレーキ作動促進表示灯
この表示が現れたら、ブレー
キを踏んでください。

オートマチックトランスミッ
ション（シフトレバー）

シフトゲート

①：シフトレバー
②：スポーツモードボタン
③：スノーモードボタン

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
のインジケーターに表示されます。

P．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。
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●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。

モードセレクター
207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、スポー
ツ、スノーの2つのモードの選択が可能
です。シフトゲート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。

●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。

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
けてシフトレバーをPに入れてください。

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。

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。
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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。

シフトレバーが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。無理にレバーを動かすと
破損するおそれがあります。

警告音と共にこの警告灯が点灯
し、マルチファンクションディス
プレイに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。

●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。

●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。

	 停車後、シフトレバーがP以外の位
置にあるとドアを開けるかイグニッ
ションをオフにして45秒経過した
場合に、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。

●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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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Aを押し
てレバーを完全に倒します。
ブレーキ警告灯が消灯することを確認し
てください。

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。

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。

警告音とともにこの警告灯が点
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ABSの機能に異常がありま
す。ブレーキをかけたときに車のコント
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ご連絡く
ださい。

警告音とともにこの警告灯と
STOP警告灯およびABS警告
灯が点灯し、さらにマルチファ

ンクションディスプレイにメッセージが
表示されたときはブレーキシステムに異
常があります。直ちに停車してプジョー
ディーラーにご連絡ください。

ブレーキアシスト（EBA）
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停止距離
を短縮する装置です。

ABSやEBA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。
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ESP／ASR（エレクトロニッ
クスタビリティプログラム／
トラクションコントロール）

ESP／ASRシステム
ESPシステムは、車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ボタ
ンを押すと、ボタンのインジケー
ターと警告灯が点灯します。

●ESP／ASRシステムの復帰
ボタン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。(GTiを
除く）
・イグニッションをオフにする。
・時速50Km以上で走行する。
手動で解除したいときは、もう一度
ESP OFFボタンを押してください。

●ESPシステムの異常
システムに異常が発生したとき
は、ボタン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。
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ステアリングスタビリティプログラ
ム（ SSP ）*
このシステムは、ブレーキをかけたとき、
左右のタイヤの接地力の違いを検出する
と、ESPシステムと電動パワステを連携
して制御し、車の安定性を確保しながら
ブレーキの効きを最大限に高める装置
です。
ステアリング操作を補助しながら、高い
接地力と車の安定性を確保することで、
制動力を高めます。

*仕様により異なります。

●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。

●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。

SSPが作動するとステアリングが回
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。
そのままステアリングを軽く保持して
ください。必要に応じてさらにステア
リングを操作することが可能です。
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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。設定速度以上にアクセルペダルを
踏み込んでも加速しません。

クルーズコントロール

クルーズコントロールは、コントロールレ
バーA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：設定速度の減少
③：設定速度の増加
④：システムのオン／オフ

表示パネル

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。
⑤：クルーズコントロールオン／オフ状
況表示

⑥：クルーズコントロールモード選択表
示

⑦：設定スピード表示

*仕様により異なります。
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●クルーズコントロールの設定

ステアリングコラム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、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。

●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過信せず、走
行速度には十分注意してください。

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。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
まなくても設定の速度を超えてしまう
場合にも速度表示が点滅します。
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●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、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。
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

スピードリミッターは、コントロールレ
バーA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：設定速度の減少
③：設定速度の増加
④：システムのオン／オフ

表示パネル

スピードリミッターの情報は、メーター
パネル内のディスプレイに表示されます。
⑤：スピードリミッターオン／オフ状況表
示

⑥：スピードリミッターモード選択表示
⑦：設定スピード表示

●スピードリミッターの設定

ステアリングコラム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。



���-

運転装置の使いかた

３

●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を過信せず、走行
速度には十分注意してください。

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。

●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。
プジョーディーラーで点検を受けてくだ
さい。	
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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、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Rに入
れると、システムが作動します。

*仕様により異なります。

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、危険を表すアイ
コンがマルチファンクションディスプレイ
に表示されます。
このシステムは、シフトレバーをNやP、
Dに戻すと解除されます。

●バックソナーの強制解除

センターコンソール上のボタンAを押すこ
とで、このシステムは機能しなくなります。
再度ボタンを押すと、再び作動しはじめ
ます。

この機能に異常があると、シフ
トレバーをRに入れると短い警
告音と共にこのインジケーター

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にご連絡ください。
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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。

●リアバンパーの真下付近は検知しま
せん。
●けん引するときや自転車用リアキャ
リアを装着しているときは、システ
ムを解除する必要があります。
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第4章　メーター・ライト・ワイパー
　　　　装置の使いかた

メーターパネル･･････････････････････････････････････ 4-2
表示灯類･･･････････････････････････････････････････ 4-3
警告灯類･･･････････････････････････････････････････ 4-4
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メーターパネル

1． タコメーター

2． 燃料計

3． 冷却水温度計

4． スピードメーター

5． 油温計

6． ディスプレイ

7． リセットボタン

8． メーターパネル照度調整ボタン

9．オートマチックシフトインジケーター*

A．クルーズコントロール／スピードリ
ミッター表示*

B． トリップメーター

C．サービスインジケーター／油量／オ
ドメーター

*仕様により異なります。
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いくつかの表示灯や警告灯は、点灯状態
と点滅状態で異なる意味を表すものが
あります。また、ひとつの表示灯で通常
の作動状態を表示している場合と、故障
を表している場合とがあります。

例：パーキングブレーキがかかっている
／ブレーキシステムに異常がある。

●作動状態を表示する表示灯

左方向ウインカー

ロービーム

ハイビーム

パーキングブレーキ

右方向ウインカー

フロントフォグランプ

リアフォグランプ

●機能停止を表示する表示灯

ESP／SSPがキャンセルされて
います。

表示灯類
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警告灯類 システム警告灯
警告灯機能を持たない部位で問
題が発生した場合に表示されま

す。
マルチファンクションディスプレイを参照
して、
・リモコンキーのバッテリー不足
・エンジンオイル油量
・ウィンドウウォッシャー液量
などを確認してください。その他の場合
については、プジョーディーラーへご連
絡ください。

ABS（アンチロックブレーキ）警
告灯

アンチロックブレーキシステムに異常が
発生した場合に点灯します。
この場合、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。

エアバッグ警告灯
エアバッグシステムのいずれか
（フロント、サイド、カーテン）

に異常が発生した場合に点灯します。ま
た、シートベルトプリテンションシステム
に異常が発生した場合にも点灯します。
プジョーディーラーへご連絡ください。

STOP警告灯
エンジン油圧警告灯や、冷

却水温警告、ブレーキシステム警告と連
動して点灯します。直ちに車を停止させ
て、プジョーディーラーへご連絡くださ
い。

イグニッションがオンになると、警告灯
類が数秒間点灯します。エンジンが始動
するとそれらの警告灯は消えます。
いずれかの警告灯が、車が動き出す前ま
で点灯していたり、走行中に点灯または
点滅したときは、関連する情報を参照し
てください。
警告灯のいくつかは、警告音やマルチ
ファンクションディスプレイのメッセージ
表示とともに点灯するものがあります。
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ESP（エレクトロニックスタビリ
ティプログラム）警告灯
ESPシステムをキャンセルして

いる場合を除き、この警告灯が点灯し、
ESP	OFFボタンのインジケーターが点
滅している場合はシステムに異常があり
ます。

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。
プジョーディーラーで点検を受けてくだ
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
ラーへご連絡ください。

固定式ディレクショナルヘッドラ
イト警告灯

点滅した場合、固定式ディレクショナル
ヘッドライトに異常があります。
プジョーディーラーへご連絡ください。

バッテリー警告灯
充電機能に異常が発生した場合

に点灯します。

ブレーキ警告灯
パーキングブレーキがかかって

いる／完全に戻っていない場合、または
ブレーキシステムに異常が発生した場合
に点灯します。
・ブレーキ液量が大幅に低下した場合。
・ブレーキ倍力装置（EBFD）に異常が発
生した場合（ABS警告灯も同時点灯し
た場合）、直ちに車を停止させてくださ
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50リットルです。
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。

冷却水温警告灯
冷却水の温度が過大に上がって

います。直ちに車を停止させて、プジョー
ディーラーへご連絡ください。

半ドア警告灯
いずれかのドア、テールゲート、
ガラスハッチまたはボンネット

が開いています。
・時速10Km以下で走行中の場合、警告
灯は点灯し続けます。
・時速10Km以上で走行中の場合、警告
灯が点灯するとともに警告音が鳴りま
す。
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シートベルト警告灯
シートベルトを着用していない
場合に点灯します。

パワーステアリング警告灯
パワーステアリングに不具合が
あります。

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。冷却水温警告灯1と
STOP警告灯が点灯して、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。
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。冷却系等には圧力がか
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、圧力を逃
してから、キャップをはずして冷却水
を補充してください。

油温計

針がCのゾーンにあるときは、油温は適
正です。
針がDのゾーンにあるときは、油温は高
くなっています。STOP警告灯が点灯し
て、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。直ちに車を停止させて、プジョーディ
ーラーへご連絡ください。
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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、メーターパネルの明る
さが変わります。
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。
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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）

ヘッドランプ

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。

オートライトモード

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B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Bを浅く手前に引くと、
パッシングライトとして使用できます。

フォグランプ

●リアフォグランプ点灯*

リアフォグランプはロービーム、ハイビー
ム点灯時に使用できます。

点灯するときは、リングCを前
方に回します。
消灯するときは、リングCを後

方に回します。

*仕様により異なります。
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●フロント及びリアフォグランプ*

フロントとリアフォグランプ点灯
（リングC）

ポジションランプがオンかヘッドランプ
がロービームのときに、リングを前方へ
1回まわすとフロントフォグランプが点灯
します。
リングをさらに前方へ1回まわすとリア
フォグランプも点灯します。

*仕様により異なります。

リアフォグランプは晴天時や雨天時に
は使用しないでください。後続車に眩
惑を与えます。

エンジン回転中にオートライトで消灯
してもフォグランプは点灯し続けます。
リングを回して消灯してください。

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。

作動
リングAをAUTO位置に回します。
マルチファンクションディスプレイにオー
トライトが選択されていることが表示さ
れます。

機能解除
リングAをAUTO以外の位置に回します。
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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。

●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。
●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。

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
メーターパネルのシステム警告灯が点灯
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。
ライトスイッチをオフにするとブザー
は止まります。イグニッションがオフ
の状態でロービームを点灯したままに
すると、バッテリー上がりを防止する
ために30分後に消灯します。
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駐車時照明機能（フォローミーホーム）*
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。

オート操作
マルチファンクションディスプレイの
Personalisation-conf iguration
メニューから G u i d e - m e - h o m e 
headlampsをオンにして、点灯時間も
設定してください。
オートライトモードになっていると自動
的にこの機能が作動します。

マニュアル操作
ライトスイッチの位置にかかわりなく作
動させることができます。
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。

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。

*仕様により異なります。

固定式ディレクショナルヘッドライト*
（配光可変型ヘッドライトシステム）

作動時

非作動時

ヘッドランプ点灯時、ハンドルの切れ角
にしたがって専用のランプがその方角を
内角約30°に渡り照射して、障害物を発
見しやすくする機能です。

この機能をオンにしたりオフにするとき
は、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。

点灯
スピードとステアリングの切り角度に応
じて自動的に点灯します。

消灯
ステアリングを戻したり、リバースギア
に入れたときに消灯します。

故障時には、インジケーターが
点滅し警告音と共にステータス

ディスプレイと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。
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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。

時速60Km以上で運転している際に
方向指示器を20秒以上作動させた場
合、作動音が序々に大きくなります。

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／初期
設定

−	 3人乗車したとき
1	 フル乗車したとき
2	 フル乗車で、ラゲッジルームに物を
積んだとき

3	 1人乗車で、ラゲッジルームがいっぱ
いのとき

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A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。
車が加速を始めると自動的に解除されま
すが、スイッチAを押して解除することも
できます。

渋滞の最後尾についた時は、ハザード
ランプを点滅させて、他の運転者に警
告してください。
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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。

次回の点検まで1000km以内になった
ときは、オドメーターまたはトリップメー
ター表示のときもスパナのマークは残り
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。

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。

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。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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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。

●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15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。
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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
にご連絡ください。

オイルレベルゲージ
ゲージには2ヶ所のマークが
あります。

A：オイル量最大
　	これを超えないようにして
　	ください。

B：オイル量最少
　	AとBの間になるようにオ
　	イルを補充してください。



���-

メーター・ライト・ワイパー装置の使いかた

４

ワイパー／ウォッシャー

フロントワイパー

ワイパーレバーは以下のように5段階で
作動します。

2　高速作動
1　通常作動
Ⅰ　間欠作動
0　停止
↓　1回作動（間欠式*）
AUTO／↓　自動作動／1回作動（雨滴
感知式*）

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。
レバーAを1度押し下げるとAUTOモード
になり、その後はレバーAを押し下げるた
びに1回作動します。
レバーAをⅠ以上にするとAUTOモード
が解除されます。
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。

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。

●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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リアワイパー

リングBを回すとリアワイパーが作動し
ます。（間欠式）

停止

間欠作動

ウォッシャー作動

シフトレバー連動機能
フロントワイパーを作動中にシフトレ
バーをRに入れると、リアワイパーが作
動します。
シフトレバーをRから変更すると、リア
ワイパーは停止します。
この機能のオン／オフを切り替えると
きはマルチファンクションディスプレイ
のPersonalisation-configrationメ
ニューから指定してください。

リアウィンドウに雪が積もっていると
きやテールゲートにキャリアを取り付
けているときは、この機能をオフにす
ることをおすすめします。

●ワイパーブレードの交換

ワイパーブレードの交換は、ワイパーを
メンテナンスポジションにしてから行い
ます。

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操作すると
ワイパーが中央に停止します。（メン
テナンスポジション）

2．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。

3．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、ワイパーは元
の位置に戻ります。
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ヘッドランプウォッシャー*

ロービーム点灯時にワイパーレバーを手
前に引くと、ウィンドウウォッシャーとと
もにヘッドランプウォッシャーが作動し
ます。

*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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A：空調コントロールパネル
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。

エアコンを停止させると、空気の循環
が全く行われません。ウィンドウが曇
るので、一時的な停止にとどめてくだ
さい。

●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。
●ダッシュボードには日射センサーがあります。この上に物を置いたり、布を被せるな
どしないでください。エアコンが正しく作動しない場合があります。

●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。

●長時間、高温の場所に停車すると、室内の温度は非常に高くなります。
吹き出し風量を最大にして数分間、換気を行ってください。

●室内フィルターは定期的に交換してください。2層構造の室内フィルターは、アレル
ギー物質や悪臭、油汚れの除去に効果を発揮し、室内の空気をよりきれいにします。

●プジョーのエアコンシステムにはオゾン層破壊の原因となる有害フロンを使用してい
ません。

●エアコンを正しくお使いいただくため、定期的に点検することを推奨しています。
●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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左右独立式オートエアコン

①：オート設定ボタン
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。

②・③：温度設定ツマミ

ツマミ②：運転席側
ツマミ③：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。ツマミ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。
左右の温度設定の差が３以上にならな
いように設定してください。

温度を最高に設定したいときは、ディ
スプレイにHIが表示されるまでツマミ
を右に回し、最低に設定したいときは、
LOが表示されるまでツマミを左に回
します。

④：視界確保モードボタン
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再度ボタン
を押すか、AUTOボタン①を押します。
オートモードで設定された条件は個々に

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。

ウィンドウが開いていたり、直射日光
下でサンシェードが開いていると設定
した温度を保てないことがあります。
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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、AUTO
ボタン①を押すとオートモードになります。

⑤：エアコンオン／オフボタン
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、
再度ボタンを押します。

⑥：室内送風切換えボタン
ボタンを押すたびに吹き出し口が切り替

わり、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

⑦：風量調整／空調オフボタン
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。最小にすると空調がオフ
になります。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。

⑧：内／外気切換えボタン
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、AUTOボタン
①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。

⑨：リアウィンドウデフォッガーボタン
エンジンがかかっているとき
にボタンを押すと、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。
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。
再度エアコンの操作を行うと、エアコ
ンが作動します。
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パフュームデフューザー*

必要に応じ、あらかじめセットされた芳
香剤を室内に拡散させる機能です。

A．調整ダイヤル
香りの強さをダイヤルで調整します。

0：通気はされません。
1：通気はされますが、香料は出ません。
2：通気が行われ、香料も香ります。

●カートリッジの交換
取りはずし
1．カートリッジを左へ1／4回転させます。
2．カートリッジをダッシュボードから取
りはずします。

3．専用のキャップに入れます。

取り付け
1．カートリッジをキャップからはずします。
2．ダッシュボードに入れます。
3．カートリッジを押し込み、右へ1／4
回転させます。

オリジナルのカートリッジは保管して
おいてください。
芳香剤を使用しないときのフタとなり
ます。

●香りの強度は、風量とエアコンの設
定に依存します。

●カートリッジを長く使用していただ
くため、芳香剤を使用しないとき
はダイヤルを0または1にしてくださ
い。

B．芳香剤カートリッジ
芳香剤を入れたカートリッジは簡単
に取りはずすことができます。
現在ご使用の芳香剤とは違う芳香剤
をお求めの場合、プジョーディーラー
にご連絡ください。

●運転中はカートリッジに触らないで
ください。

●カートリッジを分解しないでくださ
い。

●プジョー純正品以外の芳香剤を補
充しないでください。

●芳香剤が目に入ったり皮膚に触れな
いようにしてください。

●カートリッジはお子さまやペットが
触れない場所に保存してください。
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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、テールゲートなどの開放状況
・警告／状況メッセージ
・トリップコンピューター

・車のパラメーター（設定）

外気温度が点滅（氷結のおそれ）して
いなくても、路面が凍結している場合
があります。この表示だけに頼らずに
路面状況を確認し走行してください。

●操作方法
選択ツマミ：ツマミを回して選択し、頭

部を押して確定します。

MENU：トップ画面を表示します。

MODE：画面表示を切り替えます。
	 トリップコンピューターを常時

表示します。

ESC：ひとつ前に戻ります。

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。ツ
マミを回して希望する機能を選び、ツマ
ミを押して確定します。

・カスタマイズ（各種機能の設定）
ヘッドランプやリアワイパーの設定をし
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、車の設定状況の呼び出しがで
きます。
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表示メッセージ一覧（カスタマイズ）

Personalisation-
configuration

Define the vehicle parameters
（車のパラメーターの設定）

Lighting and signalling*
ヘッドランプに関する次の項目が
設定できます。

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
リバース時のリアワイパーの作動
が設定できます。

Activation of rear wiper in 
reverse gear
ボックスにチェックすると、シフト
レバーをリバースに入れると自動的
にリアワイパーが作動します。
OKを選択して確定すると変更が有
効になります。

Driving assistance*
ディレクショナルヘッドライトの
作動の設定ができます。

Directional head lamps
ボックスにチェックすると、ディレク
ショナルヘッドライトが作動します。
OKを選択して確定すると変更が
有効になります。

*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-
configuration

Display configuration
（ディスプレイの設定）

Video brightness adjustment
画面の明るさが設定でき、−を選択してツマミを押すと暗く、＋を選択してツマミを
押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。
項目を選択してツマミを回して数字を合わせ、ツマミ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-
configuration

Choice of language
（表示言語の設定）

ツマミを回して希望する言語を選び、ツマミ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

Trip computer

Enter distance to destination
（目的地までの距離設定）

これを選択して確定すると、目的地までの距離の設定ができます。
1．ツマミを回して入力したい桁数を選び、ツマミを押して確定します。
2．ツマミを回して数値を設定し、ツマミを押して確定します。
3．OKを選択して確定すると変更が有効になります。

Warning log
（警告メッセージの履歴）

これを選択して確定すると、ディスプレイにメッセージの一覧が表示されます。
メッセージが多いときには、ツマミを回すとスクロールします。

Status of functions
（車機能の設定状況）

これを選択して確定すると、ディスプレイに設定項目と状況の一覧が表示
されます。
項目が多いときには、ツマミを回すとスクロールします。
表示される主な項目は次ページの表をご覧ください。
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ステータス一覧表

Parking assitance activated リバース時リアワイパー連動機能作動中

Parking assitance deactivated リバース時リアワイパー連動機能停止中

Passenger's airbag activated 助手席エアバッグ作動中

Passenger's airbag deactivated 助手席エアバッグ停止中

Automatic door locking activated オートドアロック作動中

Automatic door locking deactivated オートドアロック停止中

Automatic headlamp lighting activated オートヘッドライト作動中

Automatic headlamp lighting deactivated オートヘッドライト停止中

Door unlocking performed ドアが開錠状態

ESP system activated* ESPシステム作動中

ESP system deactivated* ESPシステム停止中

Automatic screen wipe activated オートワイパー作動中

Automatic screen wipe deactivated オートワイパー停止中

*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。

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。

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。

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 ○
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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。

走行中に数値のかわりに－が連続し
て表示されるときは、プジョーディー
ラーへご連絡ください。

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、車の速度が時速30Km以上の
時のみ作動し、表示します。

目的地までの距離
あらかじめマルチファンクショ
ンディスプレイで入力した目的

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。
目的地までの距離をあらかじめ入力して
いない場合は、数値のかわりに−が表示
されます。

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。

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。
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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。リセットはルートごと
に行うことができます。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。
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ミラー

電動ドアミラー

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。

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
ンプ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ミ
ラーが明るくなります。

安全のため、ミラーは後方がよく見え
る位置に調整してください。

*仕様により異なります。
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ラゲッジルームのレイアウト（ハッチバック) 各部の名称

①：ラゲッジカバー

②：フック

③：固定リング

④：ラゲッジネット
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ラゲッジルームのレイアウト（SW） 各部の名称

①：ラゲッジカバー

②：12V直流電源

③：フック

④：ラゲッジストラップ

⑤：固定リング

⑥：ラゲッジネット

⑦：リアプロテクションネット*

⑧：小物入れ

⑨：小物入れネット

⑩：工具入れ

*仕様により異なります。
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ラゲッジカバー(ハッチバック)

カバーのはずしかた
1．2つのひもをはずします。
2．カバーを持ち上げてはずしてくださ
い。

ラゲッジカバーを使用しないときは、フ
ロントシート、またはリアシートの裏側
に格納できます。

ラゲッジカバー（SW）
●荷物を取り出すとき

テールゲート側からの開閉
ストラップAを持って、リアシート側に折
りたたんで開きます。ラゲッジルームの
溝に沿って展開して閉じます。

リアシート側からの開閉
ハンドルBを持ってラゲッジカバーの先
端を持ち上げて開閉します。

●使用しないとき

（１）	リアシート側に３つに折りたたむ
（２）ラゲッジルームの床に展開する	
ことができます。

許容荷重は以下のとおりです。
・ラゲッジルームの床に展開して使用
するとき：100kg

・ラゲッジルームの上段に展開して使
用するとき：7.5kg
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フック

買い物袋などを引っかけるのに便利な
フックです。

このフックはタイヤ交換などの際に、
中敷板を持ち上げた状態で保持する
際にも利用できます。

12V 電源ソケット（SW）

12V電源（100Wまで）はイグニッショ
ンがオンのときに供給されます。

ラゲッジネット

リングをひっかけることにより、荷物を
床またはシートバックに固定することが
できます。
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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

フロントルームランプ

*仕様により異なります。

フロントルームランプは、スイッチ①の位
置を切り換えると点灯条件が変更できま
す。

次の状況でフロントとリアルー
ムランプは点灯します。

・ドアのロックを解除したとき
・イグニッションキーを抜いたとき
・ドアが開いたとき

また、次の状況では徐々に暗くなって消
灯します。
・ドアをロックしたとき
・イグニッションをオンにしたとき
・イグニッションがオフで、最後のドアが
閉まって30秒後

消灯したままになります。

点灯したままになります。

点灯時間は、次の状況で変わります。
・イグニッションをオフにして約10分間
・エコノミーモードで約30秒間
・エンジンを始動すると無制限

フロントマップランプ

イグニッションをオンにして、スイッチ②
を押すと点灯／消灯します。

リアルームランプ*

イグニッションをオンにしてスイッチ③を
押すと点灯／消灯します。
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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
開けるとライト*が点灯します。
通行券などをはさむカードホルダーも備
えつけられています。

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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①：グローブボックス

②：小物入れ（滑り止めマット付き）*

③：小物入れ

④：ドアポケット

⑤：カードホルダー*

⑥：小物入れ（滑り止めマット付き）

⑦：前席灰皿／シガーライター

⑧：小物入れ

⑨：カップホルダー

*仕様により異なります。

インテリアレイアウト
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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。
エアダクトはダイヤル式の開閉で、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。

前席灰皿／シガーライター

灰皿はカバーを持ち上げると開きます。
ライターは押してから数秒間待つと自動
的に飛び出します。
12V電源（最大100ワット）を使用する
際はライターを取りはずし、適切なアダ
プタを接続してください。
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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摩耗
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。

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

⑥：ヒューズボックス
⑦：バッテリー
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

●エンジンルーム内のカバーを取りは
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。

･ 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：クーラント（冷却水）タンク
②：室内フィルター
③：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

④：エアフィルター
⑤：ブレーキフルードタンク
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●エンジンオイルの点検
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。

●ブレーキフルードの量
ブレーキフルードの量は、タンクの
MAXレベル付近にあれば適正です。定
期的に量を確認してください。

●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。

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。

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。
オイルはエンジンの回転によって少しず
つ消費されていきます。1000Kmあた
りの消費量は最大で0.5リットルです。
オイルの点検はこまめに行い、必要に応
じて補充してください。
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
ガス規制を遵守するためにも、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。

A：上限
B：下限
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●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。

冷却水の交換は必要ありません。

ウォッシャー、ヘッドランプウォッ
シャー液
タンク内のウォッシャー液が少ないとき
は、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、室内フィルター
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。

ブレーキパッド
ブレーキパッドは運転の状況により消耗
の度合いが変わります。定期的に点検を
受けてください。ブレーキパッドが摩耗
するとブレーキフルードのレベルも下が
ります。

パーキングブレーキ
パーキングブレーキの引きしろが適正で
あるか確認してください。
プジョーディーラーで点検を受けてくだ
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。

●車のパフォーマンスを最大に引き出
すためには、パワーステアリングや
ブレーキシステム同様、プジョーが
指定する部品を使用することが重要
です。

●エンジン本体への高圧洗浄は、電
子機器への影響を避けるためにも
絶対におやめください。
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電球の交換

●作業手順がわからない場合や、必要な
工具が不足していたり工具の使用方法
がわからない場合は、作業を行わない
でください。

●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。

この警告灯が表示され、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

示される場合は、バルブが断線している
可能性があります。

ヘッドランプとフロントフォグランプ

標準モデル

ディレクショナルヘッドライト装着車
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①：方向指示器（PY	21	Wアンバー）
②：ポジションランプ（W	5	W）
③：ロービームヘッドランプ（H7-55	W）
④：ハイビームヘッドランプ（H1-55	W）
⑤：ディレクショナルヘッドライト
　（H7-55	W）
⑥：フロントフォグランプ（H11-55	W）

①：方向指示器用電球（PY 21 Wアンバー）
1．バルブホルダーを1／8回転させて引
き抜きます。

2．電球を交換します。

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。

②：ポジションランプ用電球（W 5 W）
1．赤いスライドロックを引いて、コネク
ターを取りはずします。

2．タブを引いて、プラスチックのカバー
をはずします。

3．バルブホルダーを両側のタブを押さ
えて引き抜きます。

4．電球をはずして、交換します。

右側の電球交換の際、カバーがある車
ははずす必要があります。

③④⑤：ロービームヘッドランプ（H7-55 
W）、ハイビームヘッドランプ（H1-55 
W ）、ディレクショナル ヘッドラン プ

（H7-55 W）用電球
1．赤いスライドロックを引いて、コネク
ターを取りはずします。

2．タブを引いて、プラスチックのカバー
をはずします。

3．ランプのコネクターをはずします。
4．固定スプリングの端を指で押して横
にずらし電球をはずします。
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5．電球を交換します。

⑥：フロントフォグランプ用電球
 （H11-55 W）
フロントフォグランプ用電球の交換は、プ
ジョーディーラーにお申し付けください。

ドアミラーウィンカー

1．マイナスドライバーを矢印の位置に差
し込みます。

2．マイナスドライバーを起こしてウィン
カーユニットを引き抜きます。

3．ウィンカーのコネクターをはずしま
す。ウィンカーユニットはプジョー
ディーラーでお求めください。

	 取り付けの際には、逆の手順で行い
ます。

テールランプ（ハッチバック）

①：ストップランプ（P	21W）
②：ポジションランプ（R	5W）
③：リアフォグランプ（P	21W）
④：方向指示器ランプ
　（PY	21	Wアンバー）
⑤：リバースランプ（P	21W）

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。

●テールランプ用電球の交換

1．ラゲッジルーム内のトリム固定ナット
をはずします。

2．ランプユニットを後方に引き、コネ
クターをはずします。

3．タブを押してランプホルダーを取り
出します。

4．電球を1／8回転させてはずして、交
換します。
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ランプユニットの固定ナットが固いと
きはホイールレンチを使用してゆるめ
ます。
取り付けるときは手だけで締めてくだ
さい。

ハイマウントストップランプ（W 5W）

1．ランプユニットの裏側にあるピンを
押し出します。

2．ユニットを外側に出します。
3．対応するランプホルダーを1／4回転
させてはずします。

4．電球を交換します。

番号灯（W 5W）

1．マイナスドライバーの先を透明なプラ
スチックカバーの穴に差し込み、外
側に向かって押してクリップをはずし
ます。

2．プラスチックカバーをはずし、電球
を交換します。
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テールランプ（SW）

①：ストップランプ（P	21W）
②：ポジションランプ（R	5W）
③：方向指示器ランプ
　（PY	21	Wアンバー）
④：リアフォグランプ（P	21W）
⑤：リバースランプ（P	21W）

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。

●テールランプ用電球の交換

1．ラゲッジルーム内のカバーをはずし
ます。

2．コネクターをはずします。
3．固定ナットをはずし、ランプユニッ
トを外側からはずします。

4．タブを押してランプホルダーを取り
出します。

5．電球を1／8回転させてはずして、交
換します。

取り付けるときは、電球とランプホル
ダーの位置を確認してください。
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ハイマウントストップランプ（W 5W）

1．ランプユニットの裏側にあるナットを
はずします。

2．ユニットを外側に出します。
3．タブ２つを押して、ランプホルダー
をはずします。

4．電球を交換します。

番号灯（W 5W）
番号灯用電球の交換は、プジョーディー
ラーにお申し付けください。
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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を引いて
はずします。

●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、カバーに備
えてある専用ピンセットを使用してくだ
さい。

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。
グローブボックスのリッドを開き、ストッ
パーを左に押すとリッドがさらに開きま
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 15A リアワイパー

F2 − 未使用

F3 5A エアバッグ、プリテンショナー

F4 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、エアコン

F5 30A リアパワーウィンドウ、サンルーフ、パノラミックルーフシャッター（SW）

F6 30A フロントパワーウィンドウ、ドアミラー

F7 5A グローブボックスランプ、ルームランプ、マップランプ、サンバイザーランプ、時計

F8 20A カーステレオ、マルチファンクションディスプレイ

F9 30A フロント12Vソケット

F10 15A ディレクショナルヘッドランプ、アラーム

F11 15A 診断ソケット、オートマチックトランスミッション

F12 15A 雨滴／日射センサー

F13 5A エンジンヒューズボックス、ブレーキスイッチ、ABSリレー

F14 15A メーターパネル、エアコン、エアバッグユニット、シートベルト警告バー、バックソナー

F15 30A ドアロック

F17 40A リアウィンドウデフォッガー

SH − シャント
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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。）

F1 20A エンジンコントロール、ファン高速リレー

F2 15A ホーン

F3 10A ワイパー（フロント、リア）

F4 20A ヘッドランプウォッシャー

F5 15A 燃料ポンプ

F6 10A オートマチックトランスミッションスピードセンサー

F7 10A 電動パワステ、ディレクショナルヘッドランプ

F8 25A スターターコントロール

F9 10A ABS／ESPコントロール

F10 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、ヒーター）

F11 40A エアコンブロアファン

F12 30A ワイパー

F13 40A BSI（イグニッション＋）

F14 30A ディーゼルヒーター

F15 10A 左ハイビーム、ヘッドランプ

F16 10A 右ハイビーム、ヘッドランプ

F17 15A 左ロービーム、ヘッドランプ

F18 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、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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燃費の改善について

燃費は、車の設計だけではなく、車の状
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。
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はずし
てください。

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。

ターボエンジン車には、必ず指定されたオイルのみを使用してください。

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

室内フィルター 1年または20,000Kmごと

推奨油脂類

エンジンオイル（ターボエンジン車以外）
PEUGEOT	GENUINE	MOTOR	OIL
（10W-40）

エンジンオイル（ターボエンジン車）
TOTAL	QUARTZ	INEO	ECS
（5W-30）

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
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もしものとき
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ホイール（タイヤ）の交換

●スペアタイヤとジャッキの位置

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。

●工具入れの取り出し
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．工具入れを取り出します。

ジャッキと工具

①：ホイールレンチ
②：ジャッキ
③：専用ピンセット
④：ホイールレンチアダプター
（盗難防止ボルト用）

⑤：けん引ボルト

●スペアタイヤの取り出し

1．黄色い中央のボルトをゆるめます。
2．スペアタイヤを取り出します。
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●タイヤの格納

1．タイヤを入れます。
2．黄色いボルトを少し緩め、ホイール
の中央にねじ込みます。

3．タイヤが正確に収まっていることを
確認して、きつく締めます。

ハッチバック

SW

4．工具入れをホイールの中央に戻しま
す。

5．ラゲッジルームの中敷板を戻します。

●工具類を収納するホルダーは、元の
位置に戻してください。
ホルダーはラゲッジルームの床の支
えを兼ねていますので、ないと床が
変形します。

●スペースセーバータイヤを格納する
際は、必ずスペーサーを使用してく
ださい。

●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。
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●ホイールの取りはずし

硬く平坦な路面で安全な場所に車を停め
ます。
ハンドブレーキを引き、シフトレバー
をP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。

●手順
1．専用ピンセット③を使用して、ボルト
カバーをはずします。

2．ホイールレンチアダプター④をホイー
ルレンチ①に取り付けます。（盗難防
止ボルト）

3．ホイールレンチ①でボルトを少しゆ
るめます。

4．ジャッキ②を車の下側フレームA部
分（リアはB部分）にあてがい、軽く
ジャッキアップしてジャッキがA（も
しくはB）に確実に収まっていること
を確認してください。

5．タイヤが地面から完全に離れるくら
いまでジャッキアップします。

6．ボルトをはずします。なくさないよう
に注意してください。

7．ホイールをはずします。
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1．ホイールをハブにはめます。
2．ボルトを差し込み、手で止まるまで
回します。

3．盗難防止ボルトをホイールレンチア
ダプター④を取り付けたホイールレ
ンチ①で軽く締めます。

4．他のボルトをホイールレンチ①を使っ
て締めます。

●スペアタイヤの取り付け ●手順

5．ジャッキ②を完全に緩め、タイヤを
接地させます。

6．ホイールレンチアダプター④を取り
付けたホイールレンチ①で盗難防止
ボルトを締めていきます。

7．他のボルトをホイールレンチ①を使っ
て締めます。

8．はずしたボルトカバーをそれぞれの
ボルトに取り付けます。

9．パンクしたタイヤや工具類をしまい
ます。
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●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。
●ジャッキアップするときは、乗員を
全員車から降ろしてください。
●ジャッキアップ中はエンジンを始動
させないでください。エンジンの振
動により、ジャッキが外れるおそれ
があります。
●指定された場所以外にジャッキを装
着しないでください。車が損傷した
り、ジャッキが外れるおそれがあり
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。
他の車に使用したり、他の車のもの
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。

●ホイールボルトの締め付けトルクは
10dNm（約9.5kgm）です。

●アルミホイールのかわりにスチール
ホイールやスペースセーバータイヤ
を使用するとき、ホイールボルトの
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。
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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。

●バッテリーカバー

バッテリーカバーを手前に引き上げては
ずします。

●充電器を使用して充電

1．赤いノブを引き上げて、バッテリー
のプラス端子（＋）をはずし、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。
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●他のバッテリーで始動

●エンジンの回転中は、バッテリーの
ターミナルから車両ケーブルをはず
さないでください。

●バッテリーの車両ケーブル（＋）を
接続したまま充電しないでくださ
い。

●アイドリング状態になる前にバッテ
リーのターミナルからケーブルをは
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。

●凍ったバッテリーを充電すると爆発
するおそれがあります。バッテリー
が凍ったら新品と交換してくださ
い。

●電源を供給するバッテリーは12Vの
ものを使用してください。

1．バッテリーA（上がったバッテリー）・
B（電源を供給するバッテリー）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
Bのマイナス端子（ー）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、バッテリー
上がりを起こした車両の車体C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。
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●黒いケーブル（マイナスケーブル）
を車体に接続する際には、燃料系
統やブレーキホース／パイプに接触
させないでください。
●ケーブルがエンジンルーム内の回転
部分や可動部分に接触しないよう注
意してください。
●バッテリーが凍っている場合は、ケー
ブルを接続しないでください。破裂
するおそれがあります。バッテリー
が凍ったら新品に交換してくださ
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。

●お車を1ヶ月以上使用しない場合は、
バッテリーの接続をはずしてくださ
い。

●バッテリーは硫酸や鉛などの有害物
質を含んでいます。環境汚染防止の
ため、正しく廃棄してください。

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 
mode 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。

バッテリーが弱っている時は、エンジン
の再始動ができなくなる恐れがありま
す。
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前からけん引される場合

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。

後ろからけん引される場合

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
されるとき
けん引用の車輪に乗せて移動してくださ
い。

けん引されるとき

●けん引ボルトの場所

けん引ボルトはラゲッジルーム下の工具
入れに入っています。

●けん引について

吊り上げずに（4輪が接地した状態）けん
引されるとき
けん引時は、シフトレバーをNにしてくだ
さい。
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エンジンが始動していない状態でけん
引される車は、ブレーキペダルが重く
効きが悪くなっています。けん引して
いる前方の車両に追突しないよう注意
してください。また、パワーステアリ
ングも作動していません。ハンドルも
重くなっていますので注意してくださ
い。

●4輪が接地した状態の車がけん引さ
れるときは、必ずけん引ボルトを使
用してください。

●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。

●けん引される車両のパーキングブ
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
車がけん引されるときは、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。

●けん引される車は、ハザードランプ
をオンにしてください。
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●識別表示

B　車台番号（フロントガラス下側）A　車台番号（エンジンルーム内）

Cおよび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(D)、車台番号など(C)が記載
されたラベルが、ピラー部やドア内側に張られています。

●タイヤのサイズによっては、タイヤ
チェーンが装着できません。詳しく
はプジョーディーラーへお問い合わ
せください。

●タイヤの空気圧は、走行前少なくと
も月一回の割合でチェックしてくだ
さい。

タイヤの空気圧が低すぎると、燃費が
悪くなります。

*ラベルの位置は仕様により異なります。
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207ハッチバック

●外形寸法

*数値は予告なく変更されることがあります。

207SW
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アクセサリー類
アクセサリー類は、プジョーの純正部品
を使用してください。取り付けは、付属
の取扱説明書に従ってください。

リアプロテクションネット（SW）*
リアプロテクションネットは、フロント
シート裏側で展開する方法（パターン１）
と、リアシート裏側で展開する方法（パ
ターン２）の２通りがあります。

パターン１で使用するには
1．天井部の①のカバーを取りはずしま
す。

2．ネット本体から巻き取られているバー
を引き上げて、天井部まで展開し、
金属バーの両端を交互に①に引っ掛
けて固定します。

3．ネット本体にあるストラップを伸ばし、
フックを交互にベンチシートクッショ
ンの下のラグに引っ掛けて固定しま
す。

4．リアシートを折りたたみます。
5．ベンチシートを倒したまま、ストラッ
プのたるみを取ります。

6．ネットが確実に固定されているか確
認します。

パターン２で使用するには
1．ラゲッジカバーを折りたたむ、また
は取りはずします。

2．天井部の②のカバーを取りはずしま
す。

3．ネット本体から巻き取られているバー
を引き上げて、天井部まで展開し、
金属バーの両端を交互に②に引っ掛
けて固定します。

4．ネット本体にあるストラップのフック
を交互に固定リングに取り付けます。

5．ストラップのたるみを取ります。
6．ネットが確実に固定されているか確
認します。

*仕様により異なります。
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ルーフキャリア

●キャリアの高さには注意してくださ
い。特に高速走行を行うと、予想以
上に負荷がかかるので思わぬトラブ
ルの原因となることがあります。
●SWでは、荷物を積むときは、ルー
フレールに直接荷物を積んだり、
ロープで固定せず、キャリアを使用
してください。

*仕様により異なります。

●キャリアの取り付け
 （ハッチバック）
キャリアを取り付けるときは、ルーフチャ
ンネルのカバーを持ち上げながら矢印の
方向に動かしてください。専用キャッチ
が用意されています。
キャリアを含めた許容荷重は65kgです。

●キャリアの取り付け（SW）
キャリアを取り付けるときは、ルーフレー
ルのマークに合わせて取り付けてくださ
い。
キャリアを含めた許容荷重は75kgです。
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