
P.1－ 6CITROËN C3
ACCESSORIES［価格表］
※1：ホイールボルトは商品に含まれません。標準装着品を使用いただけます。また、ホイール
1本につき、エアーバルブ（0000540401  ￥324× 1ヶ）が必要となります。

※2：アロイホイールセンターキャップは別売りです。

頁 品　　名 商品番号
標準希望小売価格
税込価格
（税抜価格）

取付
工数
（h）

備　　　　　考

4 アロイホイール

Parkes 15インチ（1本） 00005402AA \31,860
（\29,500）

－ 6J-15（23）　推奨タイヤサイズ：185/65 R15 ※ 1※ 2

Barfleur 15 インチ（1本） 1607240680 \23,004
（\21,300）

－ 6J-15（25）　推奨タイヤサイズ：185/65 R15 ※ 1※ 2

Tuorla 15インチ（1本） 00009406C2 \29,160
（\27,000）

－ 6J-15（23）　推奨タイヤサイズ：185/65 R15
アロイホイールセンターキャップ（ノアールオニキス）付属 ※ 1

Carentan 16インチ（1本） 1607240780 \26,460
（\24,500）

－ 6J-16（23）　推奨タイヤサイズ195/55 R16 ※ 1※ 2

Valonga 16インチ
ダークグレー（1本） 00009406C3

\26,244
（\24,300）

－ 6J-16（23）　推奨タイヤサイズ195/55 R16
アロイホイールセンターキャップ（ノアールオニキス）付属 ※ 1

Valonga 16インチ
ライトグレー（1本） 00005402AC

\32,292
（\29,900）

－ 6J-16（23）　推奨タイヤサイズ195/55 R16 ※ 1※ 2

Squale 16インチ
ブラック（1本） 00009406H5

\31,104
（\28,800）

－ 6J-16（23）　推奨タイヤサイズ：195/55 R16 ※ 1※ 2

Clover blanche 17インチ
シルバー＆ホワイト（1本） 96715872WP

\39,204
（\36,300）

－ 7J-17（26）　推奨タイヤサイズ205/45 R17 ※ 1※ 2

Clover 17 インチ　シルバー&
ブラック（4本セット品） 0000540711

\109,296
（\101,200）

－ 7J-17（26）　推奨タイヤサイズ205/45 R17 ※ 1※ 2

Sonneberg 17インチ（1本） 00005402AJ \35,208
（\32,600）

－ 7J-17（26）　推奨タイヤサイズ205/45 R17 ※ 1※ 2

Jordan R 17インチ（1本） 00009607W5 \34,344
（\31,800）

－ 7J-17（26）　推奨タイヤサイズ205/45 R17 ※ 1※ 2

4 アロイホイール
センターキャップ

ノアール オニキス 0000542170 \3,240
（\3,000）

－

価格は1ヶのものです。車両1台分の場合は4ヶ必要です。

ブラン バンキーズ 0000542178 \3,240
（\3,000）

－

ルージュ カルメン 0000542175 \3,240
（\3,000）

－

ジョーヌ ペガス 0000542174 \3,240
（\3,000）

－

ブルー ボッティチェリ 0000542176 \3,240
（\3,000）

－

ルージュ アデン 0000542177 \3,240
（\3,000）

－

5 エアーバルブ
キャップ

ノアール オニキス AVCC06 \3,456
（\3,200）

－

1セット4個入り

ブラン バンキーズ AVCC05 \3,456
（\3,200）

－

ルージュ カルメン AVCC02 \3,456
（\3,200）

－

ジョーヌ ペガス AVCC03 \3,456
（\3,200）

－

ブルー ボッティチェリ AVCC04 \3,456
（\3,200）

－

ルージュ アデン AVCC01 \3,456
（\3,200）

－

5 クロームドアミラーカバー 00009425AY \13,176
（\12,200）

－ 左右セット品

5 ライセンスプレートフレーム LFC001 \5,400
（\5,000）

－ 1枚入り（前後装着の場合は2ヶ必要です）、保安基準適合品、CITROENロゴ入り

5 ドアデフレクター DDC351 \20,520
（\19,000）

0.7 1セット1台分（4枚）入り

STYLE 個性



P.2－ 6CITROËN C3  ACCESSORIES［価格表］
頁 品　　名 商品番号
標準希望小売価格
税込価格
（税抜価格）

取付
工数
（h）

備　　　　　考

5 アッシュトレー 00009425C9 \6,912
（\6,400）

－

5 コンパクトミラー 0000945315 \5,616
（\5,200）

－ アッシュトレイとの同時取付はできません。

5 カップホルダー 00009425E4 \3,564
（\3,300）

－

5 アッシュトレーボトルタイプ
ブラック 0000758905 \1,728

（\1,600）
－ 装着には別売りのカップホルダー（00009425E4）が必要です。

シルバー 00008211F9 \3,132
（\2,900）

－ 装着には別売りのカップホルダー（00009425E4）が必要です。シルバーリングタイプ

5 ハンドブレーキカバー 1606636880 \9,828
（\9,100）

0.15 アルミニウム製、アルマイト仕上げ、重さ：61グラム　CITROENロゴ入り

6
クリーンボックス

黒ステッチ CBA01C \5,940
（\5,500）

－

－ 白ステッチ CBA01CW \5,940
（\5,500）

－

6
ウェットティッシュケース

黒ステッチ TCA01CB \3,240
（\3,000）

－ フロントヘッドレスト取付タイプ。
市販のウェットティッシュ（筒型：直径約83mm×高さ約169mm）用ケース。
ウェットティッシュは商品に含まれません。－ 白ステッチ TCA01C \3,240

（\3,000）
－

6 サーモボックス 0000945603 \32,292
（\29,900）

－ 容量：16L、サイズ：462mm×282mm×328mm、重量：約5.2kg、
シートベルト固定式

6 マルチフォルダー
黒ステッチ MHA01C \3,780

（\3,500）
－

白ステッチ MHA01CW \3,780
（\3,500）

－

6 クリーンボックス（リア用）
黒ステッチ CBA02CB \6,264

（\5,800）
－

フロントヘッドレスト取付タイプ
白ステッチ CBA02C \6,264

（\5,800）
－

6 アームレスト フロントセンター用 0000944018 \30,672
（\28,400）

0.8 Exclusive 装着不可、小物入れ付

6 サイドウインドーサンシェード 00009459F2 \8,856
（\8,200）

－ リアドアウィンドー用、左右分2枚セット、装着時は窓の開閉はできません。

6 リアウインドーサンシェード 00009459F3 \10,692
（\9,900）

－

6 パルファム カート
リッジ

①トロピカルマンゴー 1608576980 \2,916
（\2,700）

－

詰替え用カートリッジ1本入り
②フローラル 1608577280 \2,916

（\2,700）
－

③パシフィックフレッシュ 1608577180 \2,916
（\2,700）

－

④バニラ 1608577080 \2,916
（\2,700）

－

7 キーイルミネーション KLC401 \11,124
（\10,300）

0.7

7 LED
バルブ

ルームランプ フロント用 LEDL04 \9,720
（\9,000）

0.1 ホワイト LED　2個セット品

ルームランプ リア用 LEDL04 \9,720
（\9,000）

0.1 ホワイト LED　2個セット品（使用数は1個）

フロアイルミネーション フロント＆リア用 FLC301 \14,040
（\13,000）

1.5 ブルー LED　フロント、リアのセット品

リアナンバー灯用 LEDL03 \9,720

（\9,000）
0.1 ホワイト LED　2個セット品

トランクランプ用 LEDH01 \5,184
（\4,800）

0.1 ホワイト LED

STYLE 個性

COMFORT 快適性



P.3－ 6CITROËN C3  ACCESSORIES［価格表］
※：サイクルラックは一般的なサイズ・構造の自転車に対応していますが、小径車や特殊なフレー
ム形状の自転車は積載できない場合があります。また、テールゲートオープン時、自転車の
タイヤサイズによってはタイヤとテールゲートが干渉する場合があります。

頁 品　　名 商品番号
標準希望小売価格
税込価格
（税抜価格）

取付
工数
（h）

備　　　　　考

8 スノーチェーン
185/65 R15用 1607877680 \17,820

（\16,500）
－ 9mm幅

195/55 R16用 0000941076 \18,684
（\17,300）

－ 9mm幅

8 スノーカバー
195/55 R16用 SC00M3 \14,040

（\13,000）
－

205/45 R17用 SC00L5 \14,040
（\13,000）

－

8 コーナーラインコントロール ELC001 \9,720
（\9,000）

0.7 先端部分は非点灯式です。

8 盗難防止ロックボルト
アロイホイール用 1612616480 \6,156

（\5,700）
－ 1セット4本入り

ライセンスプレート用 LPL01C \3,780
（\3,500）

－

8 エマージェンシーキット ASE02C \24,840
（\23,000）

－

－ セーフティベスト 0000946836 \648
（\600）

－

－ 三角停止表示板 0000946837 \1,512
（\1,400）

－

9 ブリタックス・ベビーセーフ
プレミアムSHR2

グレー CSB201 \37,800
（\35,000）

－ 【参考】
適応年齢：新生児～18ヶ月位まで、適応体重：新生児～13kg位まで、
身長：約75cm位まで、材質：本体＝ポリプロピレン、発砲ポリスチレン製
カバー＝コットン100%、製品重量：3.8kgレッド CSB202 \37,800

（\35,000）
－

9 ブリタックス・デュオ プラス（ISO FIX） CSB101 \68,040
（\63,000）

－
【参考】
適応年齢：8ヶ月位～4歳位まで、体重：9～18kg位まで、
身長：約70～100cm位まで、後部座席 ISO FIX 金具に固定可能。

9 ブリタックス・キッドⅡ
グレー CSB301 \41,040

（\38,000）
－ 【参考】

適応年齢：3歳位～12歳位まで、適応体重：15kg位～36kg 位まで、
適応身長：95～150cm位までレッド CSB302 \41,040

（\38,000）
－

9 ペットゲージ
Mサイズ 1607076080 \12,852

（\11,900）
－ サイズ：W400×H300× L300mm、折りたたみソフトケージ。制限体重：6kg

L サイズ 1607076180 \16,632
（\15,400）

－ サイズ：W600×H420× L420mm、折りたたみソフトケージ。制限体重：8kg

9 ペット用シートベルト 1607075980 \3,456
（\3,200）

－ シートベルトバックルに取付けできるセーフティベルト。制限体重：8kg

9 セパレーションネット 0000941218 \16,200
（\15,000）

0.5

9 HIDバルブキット CSHD03 \97,200
（\90,000）

1.5

9 LEDフォグランプキット FLEP01 \50,760
（\47,000）

1.5 左右 2ケセット品

10 アングルスペーサー AGLS01 \3,240
（\3,000）

－

10 システムキャリア 00009416G1 \22,356
（\20,700）

0.2 許容荷重：70kg、取付時にはルーフモールセット（別売）が必要です。

－ システムキャリア用ルーフモール 00009416G8 \7,128
（\6,600）

0.2 システムキャリア装着時に必要な専用ルーフモール左右セット。
モールのカラーはブラック

10 ルーフボックス（ショートタイプ） 280L 00009459J2 \45,144
（\41,800）

0.25 サイズ：L130×W80×H34cm、重量：12kg、材質：ABS、右開きタイプ

11 スキー／スノーボードアタッチメント 0000961514 \24,192
（\22,400）

－ 積載幅：40cm、最大積載数（目安）：スキー4セットまたはスノーボード2セット、
取付アタッチメント（0000961517  \4,860円）が別途必要。

11 ソフトルーフボックス 340L 00009459K1 \59,076
（\54,700）

0.25 THULE 製　サイズ：L110×W80×H40cm、重量：7kg

11
サイクルアタッチメント

アルミニウム 1607798780 \13,716
（\12,700）

－ 積載可能自転車の目安：ダウンチューブ外形（円形）22～80mm、
（楕円形）最大80×100mm迄、最大積載重量：17kg ※

－ スチール 1607798880 \23,976
（\22,200）

－ 積載可能自転車の目安：ダウンチューブ外形（円形）22～70mm、
（楕円形）最大65×80mm迄、最大積載重量：17kg ※

SAFETY 安全性

TRANSPORTATION レジャー



P.4－ 6CITROËN C3  ACCESSORIES［価格表］
※1：在庫が無くなり次第販売終了となります。
※2：本製品は後期型C3専用品です。前期型C3 Seduction およびSeduction ベースの限定

車に装着することは出来ません。パルファムカートリッジ差込部は専用キャップでカバー
されます。詳しくはシトロエン販売店にお問い合わせください。

※3：取付時間はナビ同時装着時のものです。
※4：すべての Bluetooth 方式対応の携帯電話との接続は保証できません。対応電話については

パイオニア（株）のホームページで確認してください（http://pioneer.jp/carrozzeria/）。

頁 品　　名 商品番号
標準希望小売価格
税込価格
（税抜価格）

取付
工数
（h）

備　　　　　考

12 ドアエッジプロテクター DEPC31 \7,128
（\6,600）

0.2 1台分セット品、傷つけやすいドアエッジ部を保護する透明のフィルムです。

12 ドアハンドルプロテクター DHPC31 \7,560
（\7,000）

0.2 1台分セット品、ドアの開閉時にボディへの傷を防ぐ透明のフィルムです。

－
マッドガード

フロント 0000940368 \5,184
（\4,800）

0.5 左右セット品

12 リア － － － 供給終了

12 ラゲッジマット（バンパーカバー付） LMDC01 \19,440
（\18,000）

－
ラゲッジルーム床部、リアシート背面部のセット品。後席を倒して大きな荷物をラゲッ
ジスペースに積み込む際、ラゲッジスペース全体を保護します。荷物の積み降ろし時に
テールゲート部、リアバンパー上部を保護するバンパーカバー付。

12 ラゲッジマット 00009464EZ \10,692
（\9,900）

－

13 ラゲッジルームラバーマット 00009424G1 \12,744
（\11,800）

－

13 ペットシートカバー SCDC01 \9,720
（\9,000）

－ 濡れたままのペットもそのまま乗せることができるナイロン素材を使用した、防水タイ
プのシートカバーです。

13 フロアマット
ベロアタイプ　C3ロゴ入り 00009464EV \15,984

（\14,800）
－

ニードルパンチタイプ 1611263780 \13,284
（\12,300）

－

13 ラバーマット 00009464EY \13,500
（\12,500）

－

14 モバイル車載ホルダー 00009473Z1 \11,772
（\10,900）

－ タブレットや液晶モニターなどを固定できる汎用ステー。
後部座席専用、ヘッドレスト固定式

14 パイオニア スピーカーキット TSJ1610A \21,600
（\20,000）

1.0 フロントドア用、16cm 2 ウェイスピーカー、専用クロスオーバーネットワーク付属

14 シトロエン・オリジナル カーナビゲーション

CNGP720C01

\261,360
（\242,000）

3.5

Exclusive 用（～2013/6）　ダッシュボードパネル色：チタニウムシルバー調 ※ 1

CNGP720C02 ダッシュボードパネル色：ホワイト

CNGP720C06 Seduction 用（2013/6～）　ダッシュボードパネル色：タングステン ※ 2

CNGP720C07 Exclusive 用（2013/6～）　ダッシュボードパネル色：グリ・ミラー

14
シトロエン・オリジナル 
カーナビゲーション オプション

ETCユニット ET909KDZ \10,260
（\9,500）

0.5 アンテナ分離型ETCユニット
ナビ連動機能は使用できません。

バックアイカメラ
RCW80P \32,400

（\30,000）

1.5
※ 3 専用のカメラ取付ステー付属

－ RCW83P \34,560
（\32,000）

1.5
※ 3 リアバンパークローム装着車用。専用のカメラ取付ステー付属。

14 パイオニア ポータブルナビゲーションAVIC-MP35 AVICMP35C \43,200
（\40,000）

－ 専用取付ステー付属

14 パイオニアHDDナビゲーションシステム HRV110DC \321,840
（\298,000）

3.0 シトロエンオリジナル品。専用のモニターステー、ハーネスキット、取付金具類を同梱。

14 パイオニアHDDナビ用オプション

VICSユニット NDB6 \21,600
（\20,000）

0.5
※ 3

ETCユニット NDETC20 \10,260
（\9,500）

0.5
※ 3 スタンドアローンタイプ

Bluetooth ユニット PNBT1Z \16,200
（\15,000）

0.5
※ 3

パイオニア製ND-BT1、Bluetooth に対応した携帯電話をカーナビで使用するためのユ
ニット（ハンズフリー通話、メモリーダイヤル転送、データ通信が使用できます）。※4

バックアイカメラ
RCW80P \32,400

（\30,000）

1.5
※ 3 専用のカメラ取付ステー付属

RCW83P \34,560
（\32,000）

1.5
※ 3 リアバンパークローム標準装着車用。専用のカメラ取付ステー付属。

15 高性能ハイビジョン
ドライブレコーダー

Smart Reco HD+ WHSR3211 \40,900
（\37,871）

1.0 Exclusive のみ装着可能。

Smart Reco Touch Urban WHSR361C \51,200
（\47,407）

1.0 Exclusive のみ装着可能。

－ ドライブレコーダー用　後方カメラ WHSR211HD \14,040
（\13,000）

1.0 WHSR3211およびWHSR361C用の後方用カメラ

PROTECTION 実用性

MULTIMEDIA ナビ＆オーディオ

http://pioneer.jp/carrozzeria/
http://pioneer.jp/carrozzeria/


P.5－ 6CITROËN C3  ACCESSORIES［価格表］
頁 品　　名 商品番号
標準希望小売価格
税込価格
（税抜価格）

取付
工数
（h）

備　　　　　考

15 シトロエン指定TOTALオイル － － － 詳細はシトロエンディーラーにお問い合わせください。

15 オートグリム 
カーケアキット

スーパーレジン・ポリッシュ AGR02P \2,808
（\2,600）

－ クリーナー効果と保護効果を併せもった高性能ワックスです。

カー・グラス・ポリッシュ AGR04P \1,944
（\1,800）

－ タバコのヤニ、油膜などを拭き残しなくスッキリときれいに落とします。

インテリア・シャンプー AGR07P \1,728
（\1,600）

－ さまざまな室内の汚れをスッキリと除去できます。

ビニール＆ラバー・ケア AGR08P \1,728
（\1,600）

－ ウレタン、ゴム、プラスチックなどの汚れを除去し、湿気やホコリ、酸化、色褪せを防
ぎます。

インスタント・タイヤ・ドレッシング AGR12P \2,268
（\2,100）

－ タイヤにスプレーするだけで、新品のタイヤのように引き締まったきれいな足元を演出
します。

15 タイヤカバー TCSM02 \5,400
（\5,000）

－ スタッドレスタイヤなどを保管する際に最適なカバー
14～18インチのサイズに適応しています。

15 ボディカバー
屋外用 BCC301 \18,360

（\17,000）
－ 厚地防炎タイプ、ポリエステル100%、撥水コーティング加工

※難燃性であり不燃製品ではありません。

屋内用 0000998525 \34,452
（\31,900）

－ 屋外での使用はできません。ポリエステル100%

№ 品　　名 商品番号
標準希望小売価格
税込価格
（税抜価格）

備　　　　　考

① リストウォッチ　クロノタイプ AMC070014 \22,680
（\21,000）

（H×W×D）約38× 38× 13mm、防水5気圧

② USBメモリー　2GB AMC070003 \4,860
（\4,500）

（H×W×D）約55× 20× 10mm、重さ約32g

③ キーホルダー AMC070002 \1,944
（\1,800）

（H×W×D）約50× 30× 5mm、重さ約40g

④ アンブレラ AMC038065 \4,104
（\3,800）

使用時直径：100cm、折りたたみ時全長：87.5cm、折りたたみ時有効長：60cm、
重量：440g、ポリエステル製

⑤ キャップ AMC048103 \756
（\700）

⑥ リュック AMC048106 \5,400
（\5,000）

（H×W×D）500× 340× 140mm

⑦ 3 inch C3 ミニチュアカー AMC019140 \648
（\600）

4種類、各 \648

MAINTENANCE メンテナンス

Boutique ブティック



P.6－ 6CITROËN C3  ACCESSORIES［価格表］
プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社
シトロエン コール0120-55-4106 シトロエン オフィシャル ウェブサイト

9:00～19:00
（年中無休） www.citroen.jp

●掲載価格は2015年3現在の標準小売価格であり、消費税が含まれております。●価格には、取付工賃、塗装代などは含まれていません。●価格及び品番は予告なく変更する場合があります。
また予告なく販売終了となる場合がありますのでご了承下さい。●掲載写真の色は印刷インキの関係上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
●掲載写真については実際の商品と異なる場合があります。●掲載写真の車両は日本仕様と異なる場合があります。●商品の装着によって自動車検査証の記載事項変更手続きを必要とする場合があります。
●助手席エアバックを装備している車両でのチャイルドシート等の使用は、万一の場合危険です。後部座席でご使用下さい。

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

No.ABC305用
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