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モデルの詳細は
こちらからご覧くだ
さい。

本カタログの最新・
訂正情報はこちら
からご覧ください。

NEW CITROËN C5 X & 
 C5 X PLUG-IN HYBRID
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いつの時代もユニークなクルマを世に送り出してきたシトロエン。

私たちが創造してきたのは、ただ単に目を惹きつけるだけの造形ではありません。

何よりも大切にしてきたのは、楽しさと快適さに溢れ、心を高揚させる体験をデザインすること。

そのシトロエンのデザイン思想が新たなフラッグシップモデルを生み出しました。

NEW CITROËN C5 X。日々をこれまで体験したことのない歓びで満たす、唯一無二の存在。

あなたの生き方と共鳴する特別な一台です。

シトロエンは、生き方をデザインする。

 THE
 CITROËN’S
DESIGN
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乗るたびに、感性や美意識を触発する。独創と革新のデザインを極めることで生まれた

シトロエンの新しいフラッグシップモデル、NEW C5 X。

かつてない美しさと躍動感に溢れる、唯一無二のスタイル。大人が心からくつろげる

ゆとりのスペースと極上の乗り心地。人とクルマをつなぐ先進のインフォテインメントシステム。

そして、プラグインハイブリッドとガソリンエンジンを選べる走りの選択肢。

人生の一瞬一瞬を輝かせるいままでにない体験をあなたに。

美意識の頂点へ。

 ULTIMATE
EXPERIENCE

NEW CITROËN C5 X & 
C5 X PLUG-IN HYBRID
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  ELEVEN KEY

DESIGNS
11の魅力

PLUG-IN HYBRID OR PETROL
プラグインハイブリッドと

ガソリンエンジンという選択肢

AN AVANT-GARDE BODY STYLE
空力性能にも優れた唯一無二のエクステリアデザイン

LOUNGE INTERIOR
ゆとりのスペースが生むラウンジのように上質な空間

ADVANCED COMFORT SEATS
ロングドライブでも快適な座り心地を

もたらす独自のシート

EXTENDED HEAD UP DISPLAY
運転情報をフロントウィンドウに

浮かび上がるように表示

545 LITRES OF BOOT VOLUME
旅をサポートする広大なラゲッジルームと

ハンズフリー電動テールゲート
＊ガソリンエンジンモデルの数値  ※容量数値はVDA方式

SAFETY AND
DRIVER AID SYSTEMS
リアクロストラフィックアラートなど、先進の安全機能を搭載

VOICE ASSISTANT
ナビゲーションや車内の機能操作を

可能にする音声認識システム

MyCITROËN DRIVE PLUS
新しいデジタル体験をもたらす

先進のインフォテインメントシステム

LET IN THE LIGHT
360°のガラスエリアとスライディングガラス

サンルーフ＊による光溢れるインテリア
＊SHINE PACKに標準装備

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

ACTIVE SUSPENSION
極上の乗り心地をもたらすシトロエン独自のサスペンション
＊プラグインハイブリッドモデルに装備

＊

＊



 AN AVANT-GARDE 
 BODY STYLE
初めて出会うアバンギャルドなスタイル。
静かに佇む時でさえ、力強い存在感を放つデザイン。

それは、サルーンのエレガンス、ステーションワゴンの実用性、

SUVの力強さを融合させることによって生まれました。

低く身構えたスタイリッシュなロングボディ、流麗なファストバックフォルムの内には、

大人5人がロングドライブでも快適に過ごせる広々とした空間が広がります。

さらに、ルーフラインを強調するクロームのウィンドウモール、

路面を掴むような大径ホイールとブラックホイールアーチを採用。

優雅にして精悍。美しくて機能的。

唯一無二の先鋭的なスタイルがここにあります。

7 8PHOTO:SHINE PACK PLUG-IN HYBRID 欧州仕様車 



9 10

エレガントに研ぎ澄まされたエアロダイナミクスデザイン。
フロントからリアスポイラーまで滑らかに続く美しいルーフライン、

ボンネットとボディサイドに深く刻まれたキャラクターライン。印象的なそのフォルムは、

個性を主張するとともに優れた空力特性を生み、安定したドライビングに貢献しています。

またフロントフェイスには、新世代シトロエンを象徴するV字型シグネチャーライトを。

リアランプもサイドまで回り込むような大胆なV字型デザインを採用。

駆け抜ける姿を目にした瞬間、その存在を鮮烈に印象づけます。

 FLUID AND 
AERODYNAMIC LINES

PHOTO:SHINE PACK PLUG-IN HYBRID 欧州仕様車 
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静けさに包み込まれる走り。
電動モーターと1.6ℓPureTechガソリンターボエンジンによるプラグインハイブリッドシステム。

その駆動力を走行状況に応じて適切に組み合わせることで、

優れた環境性能と静粛性に富んだドライビングプレジャーを実現しました。

日々 のドライブには電動モーターのみのEV走行を。ゼロエミッションでありながら、

アクセルを踏んだ瞬間から立ち上がるトルクによる加速性能、

極めて静かで振動の少ない走りを堪能することができます。

休日は、エンジンとモーターを活用する高効率なハイブリッド走行で、

充電を気にすることなく快適なロングドライブを満喫できます。

 NEW

 C5 X
 PLUG-IN HYBRID

225ps

システム合計最高出力
（フランス本社公表値）

360Nm

システム合計最大トルク
（フランス本社公表値）

PLUG-IN HYBRID
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プラグインハイブリッドシステム
NEW C5 X PLUG-IN HYBRIDは、最高出力132kW

（180ps）/6,000rpm、最大トルク250Nm/1,750rpm

の1.6ℓPureTechガソリンターボエンジンと、最高出力

81kW（110ps）、最大トルク320Nmの高効率電動

モーターで駆動。走行状況に応じてエンジンとモー

ターの駆動力を適切に組み合わせ、低速域から高速域

まで優れた運動性能を効率的に発揮します。モーターを

動かすリチウムイオンバッテリーは大容量の12.4kWh

で、200V普通充電器での外部充電に対応。バッテリー

には、6年10万kmの保証が付帯します。

電動対応型8速オートマチック、e-EAT8＊

エンジン＆電動モーターの強力な出力に対応するため

に、プラグインハイブリッド専用の電動対応型8速AT、

e-EAT8＊を搭載しました。トルクコンバーターに代わる

湿式多板クラッチが小型化を実現。エンジンとモーターの

スムーズな動力伝達や切り替えを行い、あらゆる速度

域で滑らかな走りをもたらします。

＊8速エレクトリック・エフィシェント・オートマチック・トランスミッション

プラグを差し込むだけで快適に充電が可能。付属の

電源ケーブルを使用するコンセントタイプや、壁掛け型の

ウォールボックスタイプに対応します。

※ご自宅への充電器設置には別途工事が必要です。詳しくはシトロエン正規

販売店におたずねください。

充電予約とプリコンディショニング
自宅などでのバッテリー充電時に、充電開始時刻をあら

かじめ設定しておく充電予約ができます。電気料金の安

い夜間に充電をスタートさせたい場合などに便利な機能

です。また、乗車するタイミングに合わせて、車内が快適

な温度になるようエアコンを作動させるプリコンディショ

ニングも行えます。いずれもコックピットのタッチスクリーン、

スマートフォンアプリで簡単に設定することが可能です。

4つの走りを選択できるドライブモード
電動モーターでゼロエミッション走行を行うエレクト

リックモード、エンジンとモーターで総合的に効率を

高めるハイブリッドモード、乗り心地を重視したコンフォート

モード、エンジン走行を主としたスポーツモードを選択

することができます。プラグインハイブリッドモデルのアド

バンストコンフォートアクティブサスペンションは、この

ドライブモードに連動して乗り心地を調整します。

回生ブレーキシステム
減速時の運動エネルギーでバッテリーを充電、残量を

回復する回生ブレーキシステムを採用。ガソリン車の

エンジンブレーキと同様なフィーリングのDモードと、より

強いエンジンブレーキの感覚で効率的に充電できる

Bモードが選択できます。エンジンによる走行を優先

させることで、バッテリー残量を維持、充電するe SAVE

も備えています。

リチウムイオンバッテリーの充電
NEW C5 X PLUG-IN HYBRIDは、200V普通充電器の

＊1 充電時間は、充電設備の種類や出力、外気温、バッテリー温度などに
より変動します。　＊2 6kWの場合

■充電時間の目安＊1

コンセントタイプ普通充電器
（200V 3kW）

満充電
約5時間

満充電
約2.5時間＊2

ウォールボックスタイプ普通充電器
（200V 6kW/3kW）

PHOTO:SHINE PACK PLUG-IN HYBRID 欧州仕様車

 SIMPLE TO USE
PLUG-IN HYBRID



 PETROL ENGINE MODELS
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どこまでも爽快なドライビングプレジャーを。
ガソリンエンジンモデルには、定評の1.6ℓPureTechガソリンターボエンジンを搭載しました。

低速域から高速域まで、伸びやかなフィールを発揮しながら、燃費性能にも優れています。

この高性能エンジンに組み合わされるのは、8速オートマチック、EAT8＊。

エンジンのポテンシャルを余すところなく引き出し、スムーズで上質な走りをサポートします。

安定したドライビングプレジャーを求める方の選択肢です。
＊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

/5,500rpm
133kW（180ps）

最高出力

/1,650rpm
250Nm

最大トルク

1.6ℓPureTech ガソリンターボPETROL ENGINE

 NEW

 C5 X
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1.6ℓ直列4気筒
DOHCガソリンターボ

1.6ℓ PureTechガソリンターボエンジン
軽量コンパクトで、優れた燃費性能を持ちながら、自然

吸気2.0ℓクラスのエンジンを凌ぐパワーとトルクを誇

る＊1このエンジンは、燃料を直接シリンダー内に噴射し

燃焼効率を高めるダイレクトインジェクション、すべての

回転域で効率の良い過給を行うツインスクロールター

ボチャージャーなど、数々の先進テクノロジーを採用。

最高出力133kW（180ps）/5,500rpm、最大トルク

250Nm/1,650rpmを発揮します。また、ガソリン専用

微粒子フィルターGPF＊2を採用し、クリーン性能も向上

させています。

＊1 自社2.0ℓエンジンとの比較 ＊2 ガソリン・パティキュレート・フィルター

8速オートマチック、EAT8＊

シフトバイワイヤ技術を採用した8速オートマチックトランス

ミッション、EAT8。電子制御化され向上したシフトクオリ

ティ、ワイドでクロースしたギアレシオが、全速度域に渡り

エンジンのパフォーマンスを最大限に引き出します。また、

車両重量の増加を防ぐため、ギアおよびオイルポンプの

小型化など軽量・コンパクト化を徹底し、燃費の向上に

貢献。アクセルオフ時にクラッチを切るフリーホイール

制御を備えたECOモードを選択すれば、さらに優れた

燃費をもたらします。セレクターには、美しい文様が刻

まれたクロームのトグルスイッチを新採用。指先の軽い

タッチでスマートに操作ができます。エンジンの停止に

より自動で作動するエレクトリックパーキングブレーキも

装備しています。 
＊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

 NEW C5 X
PERFORMANCE

PHOTO:SHINE PACK 欧州仕様車



私が、幸福感に包まれる場所。
シトロエンのクルマづくりの最も大切なテーマ、それが「アドバンストコンフォート」です。

ストレスを感じさせない静かでしなやかな乗り心地。まるで繭に包まれるようにフィットする心地よい空間。

誰もが直感的に扱えるわかりやすい操作系。そして数々の運転支援技術がもたらす確かな安心感。

CITROËN ADVANCED COMFORT ®プログラムのもと、さまざまな視点から

乗る人すべてを幸福感で満たす、最上級の心地よさをカタチにしました。

WELL-BEING 

FILTER 
OUT STRESS
ストレスを感じない

LIGHTEN
THE MENTAL LOAD
心はいつも軽やか

MAKE LIFE
ON BOARD EASIER
居心地のいい空間

SIMPLE
TO USE
操作もわかりやすく

19 20



21 22PHOTO:欧州仕様車

「魔法の絨毯」の乗り心地がさらに進化。
「魔法の絨毯」と呼ばれる快適な乗り心地を生み出し、

称賛を集めたシトロエン独自の“ハイドロニューマチック”サスペンション。

そのテクノロジーを受け継ぐ最新のシステム、

プログレッシブ・ハイドローリック・クッション（PHC）Ⓡを全車に標準装備。

路面変化や荷重移動による入力を吸収するショックアブソーバー内に

セカンダリーダンパーを組み込むことで、従来のシステムでは吸収しきれなかった

ショックを抑制し、フラッドライドを実現しています。

プラグインハイブリッドモデルには、このシステムをさらに進化させた

アドバンストコンフォート アクティブサスペンションを採用。

ドライブモードに応じて、サスペンションの動きを高度にコントロールすることで、

より洗練された極上の乗り心地をもたらします。

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

ACTIVE SUSPENSION



23 24PHOTO:SHINE PACK PLUG-IN HYBRID 欧州仕様車  ※日本仕様は右ハンドルとなります。

 LOUNGE 
 INTERIOR
旅へと誘う、ラウンジのような室内空間。
ドアを開けたあなたを迎えるのは、ロングホイールベースが生み出した

大人5人が優雅にくつろげるスペース。想像を超える広さと上質さに溢れた、

ラウンジのような空間に仕上げられています。

すべてのシートには、快適な座り心地をもたらすシトロエン独自のアドバンストコンフォートシートを採用。

広い座面幅のシート中心部には低反発の高密度フォームを、

表層部にはパッド構造を持つ15mmもの厚さの柔らかなフォームを採用。

ロングドライブにおいても疲労を軽減し、繭に包み込まれているかのような

心地よいドライブを常に味わうことができます。



格別なおもてなし機能を
備えたフロントシート

SHINE PACKのフロントシートには、空気圧で腰部を

サポートするマルチポイントランバーサポート付きの電動

シート（前後/高さ/バックレスト角度調整）に加え、シート

ヒーター＆ベンチレーションを採用。さらに、運転席の

乗車時にシートを自動的に後退させ、スムーズな乗車を

サポートするウェルカムファンクションも搭載。ファースト

クラスの快適さを実現しています。

スペースもシートも上質さを追求
2,785mmのロングホイールベースは、リアスペースにも

想像以上の広さを確保。アドバンストコンフォートシートと

余裕のニースペースは、ゆとりに満ちたくつろぎの時間を

もたらします。また、シート素材やディテールにも上質さを

追求。SHINE PACKのシートは、上品なカラーを組み合

わせたツートーンレザー、SHINEはグレー基調のレザー＆

テップレザーのコンビネーション。いずれもステッチや座面

のパターンにシェブロン＊文様を巧みに取り入れ、細部に

まで凝った仕上がりとなっています。

＊シトロエンロゴのモチーフとなった山形ギアのデザイン

降り注ぐ陽ざしがもたらす開放感
室内に開放感をもたらすために、リアクォーター部にも

ウィンドウを設け、360°の広いガラスエリアを実現しま

した。また静粛性にも配慮し、複層構造のラミネーテッド

ガラス＊を採用。外部からのノイズを最小限に抑えます。

さらにSHINE PACKには、スライディングガラスサン

ルーフを装備。日中は降り注ぐ自然光と、夜間は天空の

星空とともに開放的なドライブが楽しめます。ガラスサン

ルーフの前側は開閉式で、外気を取り入れることも可能。

熱や紫外線をカットする特殊ガラスやサンシェードに

より、季節を問わず快適さを高めています。

＊SHINE PACKに標準装備

25 26PHOTO:SHINE PACK PLUG-IN HYBRID 欧州仕様車

 EXCEPTIONAL
 INTERIOR SPACE
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新感覚のドライブ体験を提案するコックピット。
木目調デコラティブパネルを採用した水平基調のコックピットは、モダンでラグジュアリーな佇まい。

そのデザインと鮮やかなコントラストをなすセンター上部に配置されたワイドなデジタルタッチスクリーン。

それはリビングルームのようなくつろぎを味わいながらステアリングを操り、

スマートフォンのように滑らかなデジタル体験を堪能できる新しいドライバーズ空間です。

タッチスクリーンにはシトロエン初のインフォテインメントシステム、MyCITROËN DRIVE PLUSを搭載。

さらにフロントウィンドウに運転情報を浮かび上がるように表示する

エクステンデッドヘッドアップディスプレイを採用。

未来を美しく走るための提案に満ちたコックピットです。N
EX

T 
GE

N
ER

AT
IO

N
IN

TE
RF

AC
E

PHOTO:SHINE PACK PLUG-IN HYBRID 欧州仕様車  ※日本仕様は右ハンドルとなります。ナビ画面はハメコミ合成です。
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 EXTENDED HEAD UP 
 DISPLAY
未来感覚に溢れるエクステンデットヘッドアップディスプレイ。
車速やナビゲーションのルート、ドライバーアシスト機能の作動状況など、

運転に必要な情報をメーター上部のフロントウィンドウに投影。

カラーの情報が約4.5m先の路面上に浮かび上がるかのようにバーチャル感覚で表示されるので、

ドライバーは前方視界から目を逸らさずに情報を読み取ることができます。

安全運転をサポートする先進のディスプレイ機能です。

PHOTO:SHINE PACK PLUG-IN HYBRID 欧州仕様車  ※日本仕様は右ハンドルとなります。



シート機能設定

MyCITROËN
DRIVE PLUS

31 32

MyCITROËN DRIVE PLUS
最新のデジタル技術を投入したシトロエン初のインフォ

テインメントシステムです。高精細の12インチタッチ

スクリーンに、インターネットで繋がるコネクテッドナビ

ゲーション、オーディオ、ハンズフリー通話、さまざまな

アプリケーションなど、多彩なメニューを表示します。

すべての操作はスマートフォンのように直感的に行うこ

とができ、音声認識システムにより音声コマンドも使用

可能。新しいデジタル体験をお楽しみいただけます。

コネクテッドナビゲーション＆
音声認識システム

インターネットで最新のトラフィック情報とリアルタイムで

繋がり、ルート検索を行うナビゲーションシステムです。

効率的でストレスのない移動をサポートします。さらに

音声認識システムを備え、ナビゲーションの目的地、エア

コンの温度、ラジオ局の選択、ハンズフリー通話、天気

予報など、さまざまな機能を音声で作動・変更・停止する

ことができます。音声コマンドは「ハロー、シトロエン！」

で起動します。

ワイドな12インチタッチスクリーン
高精細でワイドなスクリーンは、ドライバーの視線移動が

少ないダッシュボード中央上部に設置され、優れた視認

性を確保。またスマートフォンやタブレットのように、指先

のスクロールやスワイプなどでの直感的な操作やカスタ

マイズが可能です。ウィジェットやショートカットを使った

マルチウィンドウ表示モードも使用できます。また、ミラー

スクリーン機能により、Apple CarPlayTM/ Android Auto

などのスマートフォンアプリやコンテンツをシームレスに

楽しむこともできます。

ADAS機能説明動画ハンズフリー通話

PHOTO:SHINE PACK PLUG-IN HYBRID 欧州仕様車  ※日本仕様は右ハンドルとなります。

エネルギーフロー
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 HANDS-FREE 
ACCESS
旅の楽しさを広げるラゲッジルーム。
想像以上の広さと機能性を備え、バカンスなどの旅先でも

快適さをサポートするラゲッジルームです。通常時の積載容量は545ℓ＊、

リアバックレストを倒せば最大1,640ℓ＊の広大なスペースが生まれます。

広い開口部とレールが配置されたフラットなフロアにより、

スーツケースなどの大きな荷物の積み下ろしも容易に行えます。

またキーを携帯していれば、リアバンパーの下で足を動かすだけで

ゲートが自動開閉するハンズフリー電動テールゲートを装備。

両手が荷物で塞がっている時でもラゲッジルームに

アクセスできる便利な機能です。 ＊ガソリンエンジンモデルの数値  ※容量数値はVDA方式
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PEACE OF MIND
心の静けさを生む唯一無二の体験へ。
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 SAFETY AND 
DRIVER AID SYSTEMS

大きな安心を全モデルに搭載。
安心こそが、この上ない快適を生む。この考えのもとNEW C5 Xには

全モデル最新のセーフティ＆ドライバーアシストを採用しています。

前走車との車間距離を保つアクティブクルーズコントロールには、

走行ポジションを維持するレーンポジショニングアシストと、渋滞時の車両停止後、

再発進を自動で行うトラフィックジャムアシスト機能を統合。

ハイウェイ走行や渋滞時などの疲労やストレスを軽減し、快適なドライブをサポートします。

さらに、ブラインドスポットモニターシステム（ロングレンジ）や

リアクロストラフィックアラートなどの新機能を取り入れています。

PHOTO:欧州仕様車

※記載の運転支援機能は、ドライバーの運転支援を目的としているため、機能には限界があり、路面や天候などの条件によっては
作動しない場合があります。機能を過信せずに常に安全運転をお願いします。詳しくはシトロエン正規販売店におたずねください。
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SAFETY AND DRIVER AID SYSTEMS

ブラインドスポットモニターシステム（ロングレンジ） プロキシミティスマートキー

ドライバーアテンションアラート

360°ビジョン リアクロストラフィックアラート

レーンデパーチャーウォーニング

車両に搭載された4台のカメラにより、周囲の状況をタッチスクリーンに映し出します。
鳥瞰図、後方映像、前方パノラマ映像の3タイプの映像を選択でき、駐車や出庫、
狭い路地を走る時など、ドライバーの安全確認をサポートします。

ステアリングやアクセル操作による車線に対するふらつきを車載カメラが検知。ドライ

バーの注意力を分析して、居眠り防止の警告を発します。高速巡行が続くドライブ

時に効果的な機能です。

走行中に車載カメラが車線を検知し、ウィンカー操作をせずに車線からはみ出しそうに

なると、インジケーターと音で警告を発します。

フロントウィンドウに設置された車載カメラで前方の状況を分析。対向車や前方車両を

感知した場合は、ハイビームとロービームを自動で切り替えて、最適な前方視界を確保。

他車を眩惑することなく夜間走行の安全性を高めます。

走行中、車載カメラが道路標識の制限速度を認識して、インストルメントパネルに表示

します。ドライバーはクルーズコントロールおよびスピードリミッターの速度設定に、任意

で連動させることができます。また進入禁止も認識します。

斜め後方のブラインドスポット（死角）に存在する後続車両をリアバンパーコーナーに

埋め込まれたレーダーが検知。ドアミラー内にオレンジ色の警告灯を点灯させます。

検知範囲は最大75mと広範囲をカバーします。

駐車スペースなどからの後退時、死角から接近してくる車両や歩行者を検知した際に

警告を発し、注意を促します。

キーを所持して、車に近づくと自動でロックを解除。離れると自動でロックします。自ら

施錠・解錠を行うことなく車にアクセスできる便利なシステムです。

インテリジェントハイビーム トラフィックサインインフォメーション

※記載の運転支援機能は、ドライバーの運転支援を目的としているため、機能には限界があり、路面や天候などの条件によっては
作動しない場合があります。機能を過信せずに常に安全運転をお願いします。詳しくはシトロエン正規販売店におたずねください。

PHOTO:欧州仕様車



ツートーンレザーシート

極上の乗り心地を生むサスペンションと数々の快適装備。
静けさに満ちた走りも魅力のプラグインハイブリッドモデル。

C5 X SHINE PACK
PLUG-IN HYBRID

MODELS

PHOTO:欧州仕様車41 42

 ［主要装備］
■ラミネーテッドサイドガラス
■スライディングガラスサンルーフ（サンシェード付）
■バイトーンルーフ＊

■ Cピラーアクセント
■ドライブモード（エコ/ノーマル/スポーツ）
■ツートーンレザーシート
■フロント電動シート（マルチポイントランバーサポート付）
■フロントシートヒーター＆ベンチレーション
■運転席ウェルカムファンクション
■アルミペダル/ドアシル＆トランクシルプレート
■フロアマット
■ 8スピーカー

全車共通装備（43ページ）
ツートーンレザーシート

ツートーンレザーシート、ガラスサンルーフをはじめとする上級装備を採用。
ハイグレードなガソリンエンジンモデル。

C5 X SHINE PACK

 ［主要装備］
■専用バッジ（フロントドア）
■アドバンストコンフォート アクティブサスペンション
■ドライブモード（エレクトリック/ハイブリッド/コンフォート/スポーツ）
■ブレーキ回生モード
■リモートコントロール（充電予約＆プリコンディショニング）
■HiFiシステム 10スピーカー（ダッシュボードセンタースピーカー＆ラゲッジフロアサブウーファ）
■充電ソケット（交流普通充電）
■普通充電ケーブル 3kW 15A
■ eSAVE

全車共通装備（43ページ）

C5 X SHINE PACK主要装備（42ページ）
※ドライブモード/8スピーカーを除く　　

＊ボディカラーがノアール ペルラネラの場合を除く。



 ［主要装備］
■ドライブモード（エコ/ノーマル/スポーツ）
■レザー＆テップレザーシート

MODELS

※安全/ドライバーアシスト機能の詳細については、37～40ページをご覧ください。43

流麗なフォルムの内に広がる快適性と安全性。
ベーシックグレードのガソリンエンジンモデル。

C5 X SHINE

 ［全車共通装備］
■360°ビジョン（フロント/サイド/リアカメラ）
■アクティブセーフティブレーキ（被害軽減ブレーキ）
■レーンデパーチャーウォーニング
■アクティブクルーズコントロール
■トラフィックジャムアシスト
■ブラインドスポットモニターシステム（ロングレンジ）
■リアクロストラフィックアラート
■インテリジェントハイビーム
■ LEDヘッドライト＆デイタイムランニングライト
■ LEDフロントフォグランプ（コーナリングランプ機能付）
■スマートフォンワイヤレスチャージャー
■左右独立調整式オートエアコン
   （アレルゲン除去フィルター付）

■エクステンデッドヘッドアップディスプレイ
■プロキシミティスマートキー/
　エンジン（システム）スタートボタン

■リア6：4分割可倒シート
■リアセンターアームレスト（スキーフラップ付）
■12インチタッチスクリーン
■音声認識システム
■プログレッシブ・ハイドローリック・クッション（PHC）
■19インチアロイホイール
■205/55 R19タイヤ　他

■フロントランバーサポート
■8スピーカー

レザー＆テップレザーシート

モデル シート バイトーンルーフ＊2 グリ アマゾニトゥ＊1 ノアール ペルラネラ＊1 ブラン ナクレ＊1 ブルー マグネティック

C5 X SHINE レザー＆テップレザーシート ー ○ ○ ○ ○

C5 X SHINE PACK ツートーンレザーシート ノアール ペルラネラ ● ● ● ○

C5 X SHINE PACK
PLUG-IN HYBRID ツートーンレザーシート ノアール ペルラネラ ● ● ● ○

BODY COLOURS 

COLOUR COMBINATION

＊1：特別塗装色（有料オプション）となります。詳しくは、シトロエン正規販売店にお問い合わせください。＊2：ボディカラーがノアール ペルラネラの場合を除く。

●：標準設定  ○：受注生産

ノアール ペルラネラ＊1

ブルー マグネティックブラン ナクレ＊1

グリ アマゾニトゥ＊1

PHOTO:SHINE PACK PLUG-IN HYBRID 欧州仕様車
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ライトプラン

ベーシックプラン

ロングラン・ロングランIIII

A

C

B

B

D

A

B

C

D

CITROËN SERVICE シトロエンのドライビングプレジャーを心からお愉しみいただくために。

保証・アフターサービス

新車登録日から3年間、走行距離無制限で万一の車両不具合を修理保証します。
3年間の塗装保証、12年間の錆穴保証も含まれる万全のサポートです。

シトロエンにお乗りいただいたその日から、安心をお届けします。

新車保証とシトロエン・アシスタンスを5年まで延長できる安心のプログラムです。（有償オプション）

※詳しくはシトロエン正規販売店におたずねいただくか、Webサイトをご覧ください。

新車3年保証

延長保証

新車3年保証 延長保証

定期点検をはじめ交換部品や交換費用までカバーする安心のメンテナンスパッケージプランです。（有償オプション）

必要最低限の部品と12ヵ月点検をカバーしたリーズナブルなプランです。
必要な定期交換部品と12ヵ月点検をカバーした基本プランです。
4年目以降の定期交換部品とメンテナンスをカバーしたプランです。最大7年目まで加入できます。

メンテナンスプログラム

新車3年保証

お出かけ先での万一のトラブルや故障に、24時間、365日体制で対応。3年間無償で提供される搭乗車支援サービスです。シトロエン・アシスタンス

現場修理 お車の牽引 修理後の輸送手配 緊急支援サービス メッセージサービス 保険会社への連絡

工賃＋ 
必要な定期交換部品

工賃＋ 
必要な定期交換部品

工賃＋ 
必要最低限の部品

メンテナンス
プログラム
（有償）

ライトプラン

ベーシックプラン

ロングラン
ロングラン

ロングランロングラン 

シトロエン・アシスタンス 延長保証 延長保証（有償）

延長保証（有償）

12ヵ月点検 12ヵ月点検

12ヵ月点検 12ヵ月点検

新車購入 1年 2年 4年 6年3年 車検 5年 車検 7年 車検

無償

●このカタログの掲載内容は2022年9月現在のもので、予告なく変わることがあります。 ●諸元および装備は改良のため予告なく変わることがあります。 ●仕様および車体色によって納期が異なる場合があります。
詳しくは、シトロエン正規販売店におたずねください。 ●掲載写真には欧州仕様車も含まれます。 ●掲載写真の色は印刷により実際とは異なる場合があります。

www.citroen.co.jp
シトロエンのWebサイトはこちら お問い合わせは シトロエンの最新情報にアクセス

シトロエンコール　　0120-55-4106（9：00～19：00 年中無休）
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ファイナンスサービス お客様のご希望や、さまざまなライフスタイルにお応えします。

ローン元金の一部を最終回のお支払いまで据え置くことにより、月々のお支払い金額を軽減するファイナンスプランです。
3年タイプ（37回払い）、5年タイプ（61回払い）をご用意しています。3年後、5年後の据置金額は一括払い、売却精算、再ローンから選ぶことができます。

パスポート・プラン
月々のお支払いが軽くなるファイナンスプラン。

お支払い金額を軽減

月々のお支払い 据置金額の
お支払い

毎月のお支払い
36回または60回目まで

37回または
61回目にお支払い

分割払い金額 据置金額

月々のお支払い

分割払い金額

お支払いはご購入時の頭金と、2年後または3年後の1回のみ。
月々のお支払いが不要なプランです。

頭金の金額やお支払い回数など、ご希望にあわせた返済プランを
アレンジいただけます。

オートローン

3年後に車を返却するだけ。諸費用を月々のお支払額に含めることで
面倒な手続きを省くことができ、お支払いを一本化できるクローズド
エンド・リースプログラムです。

スマイルリース

ナビゲーション等のアクセサリーのご購入。車検費用や不意のトラブル
による一時的な出費の際にご利用いただけます。

サービスローン

諸費用を用意することなく、毎月計画的なお支払いでお車をご利用
いただけるリースプランです。

オートリース

ツーステップ・プラン
月々のお支払いが不要なプラン。

ご購入時 2年後、3年後
月々の
お支払い
不要

■パスポート・プラン ■通常ローン
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