
P.1－ 7CITROËN C4
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

4 クロームキット

ドアミラーカバー・クローム 00009425E3 \13,716
（\12,700）

0.5 左右セット品

サイドプロテクター・クローム 0000942304 \36,720
（\34,000）

1.0

リアゲート・クローム 0000942306 \10,908
（\10,100）

0.5

4 エアーバルブキャップ AVCC06 \3,456
（\3,200）

－

4 ライセンスフレームプレート LFC001 \5,400
（\5,000）

0.1 1枚入り（前後装着の場合は2枚必要）、保安基準適合品、CITROENロゴ入り

5 ステップガード
C4カーボン調 00009400AQ \8,964

（\8,300）
0.5 4枚セット

CITROEN 00009424H4 \9,828
（\9,100）

0.5 4枚セット

5 アロイホイール

Newport 18 inch 00005402FF \71,388
（\66,100）

－
サイズ：8J18 CH4-34、推奨タイヤサイズ :225/40R18
ホイールボルト（標準装着品を使用可能です）、エアーバルブ（0000540401,  1,324
円×1ヶ）、センターキャップ (0000542170,  3,240円×4ヶ ) は別売りです。

Anchorage 17 inch 00009406E0 \35,424
（\32,800）

－
サイズ：7.5J17 CH4-32、推奨タイヤサイズ：225/45R17
ホイールボルト（標準装着品を使用可能です）、エアーバルブ（0000540401,  1,324
円×1ヶ）、センターキャップ (0000542170,  3,240円×4ヶ ) は別売りです。

Adelaide 16 inch 00009406H3 \32,940
（\30,500）

－
サイズ：7J16 CH4-29、推奨タイヤサイズ：205/55R16
ホイールボルト（標準装着品を使用可能です）、エアーバルブ（0000540401,  1,324
円×1ヶ）、センターキャップ (0000542170,  3,240円×4ヶ ) は別売りです。

Boston 16 inch 00005402CS \35,424
（\32,800）

－
サイズ：7J16 CH4-29、推奨タイヤサイズ：205/55R16
ホイールボルト（標準装着品を使用可能です）、エアーバルブ（0000540401,  1,324
円×1ヶ）、センターキャップ (0000542170,  3,240円×4ヶ ) は別売りです。

Oakland 16 inch 00009406C9 \31,860
（\29,500）

－
サイズ：7J16 CH4-29、推奨タイヤサイズ：205/55R16
ホイールボルト（標準装着品を使用可能です）、エアーバルブ（0000540401,  1,324
円×1ヶ）、センターキャップ (0000542170,  3,240円×4ヶ ) は別売りです。

6 ドアデフレクター DDB701 \25,920
（\24,000）

0.7 フロント・リアセット

6 リアドアウインドーサンシェード 00009459H7 \10,800
（\10,000）

－ 2枚セット

6 リアウインドーサンシェード 00009459H8 \14,904
（\13,800）

－

7 サーモボックス
24L 1607002980 \22,140

（\20,500）
－

容量：24L、サイズ：H420mm×D300mm×W420mm、重量：4.3kg、保冷能力：
外気温より16℃まで（保温機能はありません）、シートベルト固定用可能、ショルダー
ストラップ付

16L 0000945603 \32,292
（\29,900）

－ 容量：16L、サイズ：H462mm×D282mm×W328mm、重量：約5.2kg

7 ドアボトルホルダー CH2321 \4,320
（\4,000）

0.1 フロントドア左右分2個セット品、ウレタン製

7 クリーンボックス（フロント用）
黒ステッチ CBA01C \5,940

（\5,500）
－

センターコンソール取付タイプ
白ステッチ CBA01CW \5,940

（\5,500）
－

7 クリーンボックス　横タイプ
（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）

－

STYLE 個性

COMFORT 快適性



P.2－ 7CITROËN C4  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

7 アッシュトレイ（ボトルタイプ） 0000758905 \1,728
（\1,600）

－

7 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用ケース（筒型：直径約
83mm×高さ約169mm）。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）

－

7 マルチホルダー
黒ステッチ MHA01C \3,780

（\3,500）
－

ACルーバー装着式の小物入れ
白ステッチ MHA01CW \3,780

（\3,500）
－

7 LEDバルブ

ルームランプ　フロント用 LEDR01 \5,940
（\5,500）

0.1 セダクション用、ホワイト LED

マップランプ　フロント用 LEDL02 \9,720
（\9,000）

0.1 セダクション用（パノラミックガラスルーフ車を除く）、ホワイト LED、左右分2個

ルームランプ　リア用 LEDR01 \5,940
（\5,500）

0.1 セダクション用、ホワイト LED

マップランプ　リア用 LEDL02 \9,720
（\9,000）

0.1 セダクション用（パノラミックガラスルーフ車を除く）、ホワイト LED、左右分2個

フロアイルミネーションセット FLC301 \14,040
（\13,000）

1.5 フロント・リアセット品、ブルー LED

ラゲッジルームランプ用 LEDL02 \9,720
（\9,000）

0.1 ホワイト LED　2個セット（使用数は1個）

グローブボックスランプ用 LEDL02 \9,720
（\9,000）

0.1 ホワイト LED　2個セット（使用数は1個）

ライセンスランプ用 LEDL03 \9,720
（\9,000）

0.1 ホワイト LED2個セット

8 ドアエッジプロテクター DEPB71 \7,020
（\6,500）

0.2 4枚セット

8 ドアハンドルプロテクター DHPB71 \7,344
（\6,800）

0.2 4枚セット

8 ドアプロテクションモール 00009424G8 \16,956
（\15,700）

－ 4枚セット

8 マッドガード
フロント用 0000940376 \5,292

（\4,900）
0.25

リア用 0000940377 \5,292
（\4,900）

0.25

9 フロアマットセット
モケットタイプ 00009464FK \13,608

（\12,600）
－

4枚セット
ベロアタイプ 00009464FP \25,164

（\23,300）
－

9 ラバーマットセット 00009464FR \13,932
（\12,900）

－ 4枚セット

9 ラゲッジマット

00009464FH \11,016
（\10,200）

－ リバーシブルタイプ、裏面はラバーマット

バンパーカバー付き LMTB72 \12,960
（\12,000）

－

フルカバータイプ LMB701 \17,280
（\16,000）

－ 簡易防水シートを使用したラゲッジルーム全体を覆うカバー

COMFORT 快適性

PROTECTION 実用性



P.3－ 7CITROËN C4  ACCESSORIES［価格表］
※1： ルーフボックス使用時にはラジオアンテナが接触するため、別売りのアングルスペーサー
（AGLS01）が必要です。また、テールゲートを開けた際に接触しますのでご注意ください。

※2： サイクルアタッチメントは一般的なサイズ・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

10 アングルスペーサー AGLS01 \3,240
（\3,000）

0.1

10 システムキャリア 00009416G3 \27,324
（\25,300）

－ 許容荷重：55kg

10 ルーフボックス　ロング 420L 1609665880 \61,668
（\57,100）

0.25 外形サイズ：L232×W70×H40cm、内形サイズ：L220×W65cm、重量：15kg、
材質：ABS、両開きタイプ※1

10 ルーフボックス　ミディアム 420L 1609665780 \54,108
（\50,100）

0.25 外形サイズ：L196×W78×H45cm、内形サイズ：L184×W73cm、重量：15kg、
材質：ABS、両開きタイプ※1

10 ルーフボックス　ショート
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

330L 1609665680 \46,440
（\43,000）

0.25 外形サイズ：L139×W90×H39cm、内形サイズ：L127×W86cm、重量：10kg、
材質：ABS、両開きタイプ

10 ソフトルーフボックス
260L 00009459K2 \81,324

（\75,300）
0.25 THULE 製　サイズ：L190×W50×H30cm、重量：10kg、右開きタイプ※1

280L 00009459K1 \59,076
（\54,700）

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

－
サイクルアタッチメント

スチール製 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
取付キット（0000961516  \4,428）が必要です。※2

11 アルミニウム製 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 ※2

11 スキーアタッチメント
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、

取付キット（0000961517  \4,860）が必要です。

0000961515 \28,728
（\26,600）

－ 積載幅：60cm、最大積載数（目安）：スキー6セットまたはスノーボード4セット、
取付キット（0000961517  \4,860）が必要です。

11 カヤックアタッチメント 00009416K2 \34,236
（\31,700）

－ THULE 製　本体重量：4.9kg、最大積載量：45kg

11 ドッグネット 0000941222 \16,848
（\15,600）

0.5 スチール製　網目幅：50mm

11 ペットシートカバー SCDC01 \9,720
（\9,000）

－
特別な荷物やペットなどを載せる際に、汚れや傷から後部座席を守ります。装着はヘッ
ドレストにかけるだけです。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。

11 ラゲッジネット 00007568HN \7,776
（\7,200）

－

11 ラゲッジコンパートメント 00009424H2 \24,408
（\22,600）

－ 高さ：約66mm、アルミ製セパレーター3種類同梱、CITROENロゴ入り

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

－

－ エマージェンシーセット
三角停止板 0000946837 \1,512

（\1,400）
－

ベスト 0000946836 \648
（\600）

－

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

（\5,700）
－ アルミホイール専用、4本セット

ライセンスプレート用 LPL01C \3,780
（\3,500）

－

12 スノーカバー
16 inch 用 SC00M2 \14,040

（\13,000）
－ 205/55R16用

17 inch 用 SC00W3 \14,040
（\13,000）

－ 205/45R17用

12 スノーチェーン
16 inch 用 1607877880 \19,440

（\18,000）
－

17 inch 用 1607877980 \19,440
（\18,000）

－

TRANSPORTATION レジャー

SAFETY 安全性



P.4－ 7CITROËN C4  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

13 ブリタックス・ベビーセーフ 
プレミアムSHR2

グレー 供給終了 － －

掲載商品の販売は終了いたしました。
最新情報については別冊　チャイルドシートカタログを参照ください。

レッド 供給終了 － －

13 ブリタックス・デュオ プラス（ISO FIX）　ブラックサンダー 供給終了 － －

13 ブリタックス・キッドⅡ
グレー 供給終了 － －

レッド 供給終了 － －

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

－

14 オリジナルSSDナビゲーション 供給終了 － －
掲載商品の販売は終了いたしました。
最新情報については本価格表P.5 を参照ください。14 ETCユニット 供給終了 － －

14 バックアイカメラ 供給終了 － －

14 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

14 高性能ハイビジョンドライブレコーダーSmart Reco 
Touch Urban WHSR361C \51,200

（\47,407）
1.0

14 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

14 Panasonic ドライブレコーダー CAXDR51D \38,664
（\35,800）

0.7 専用電源ハーネスキット同梱

14 パイオニア　スピーカーキット TSJ1710A \22,680
（\21,000）

1.0 左右分2ヶセット品、フロントドア・リアドア共通品（フロントドア、リアドアに装
着する場合は2セット必要です。）

14 ハイブリッドインバーター FTU90B \5,184
（\4,800）

－

14 ダブルUSBチャージャー 1610000780 \4,644
（\4,300）

－

15 オートグリム 
カーケアキット

レザー・ケア・バーム AGR25P \2,808
（\2,600）

－ エッセンシャルオイル分を保持しながら汚れをすっきり除去します。

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
屋内用 0000998527 \34,776

（\32,200）
－

屋外用 BCB701 \30,240
（\28,000）

－ 厚地防炎タイプ、ポリエステル100%、撥水コーティング加工、裏面は起毛加工
※（財）日本防炎協会認定生地使用（難燃性であり不燃製品ではありません。）

SAFETY 安全性

MULTIMEDIA ナビ＆オーディオ

MAINTENANCE メンテナンス



P.5－ 7CITROËN C4  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

－ C4オリジナル カーナビゲーション CNZU500C40 \197,640
（\183,000）

3.5

－ C4オリジナル カーナビ
ゲーション・オプション

ETC 2.0（DSRC）ユニット ET2000DX \22,680
（\2,100）

1.0

ETCユニット ET925KDX \10,260
（\9,500）

0.5 スタンドアローンタイプ

VICSユニット CYTBX55D \28,080
（\26,000）

0.3

バックアイカメラ RCWDC401 \16,740
（\15,500）

0.1 専用ハーネス同梱品

－ ドルフィンアンテナ

ノアール・ペルラ・ネラ DA3KTV \19,980
（\18,500）

0.5

受注生産品、純正ボディ色ペイント済み。
アンテナロッドと比較してラジオの受信感度が低下します。

ブラン・ナクレ DA3KWE \19,980
（\18,500）

0.5

グリ・スピリット DA3KCL \19,980
（\18,500）

0.5

ブラン・バンキーズ DA3EWP \19,980
（\18,500）

0.5

ブルー・アンクル DA3EKU \19,980
（\18,500）

0.5

MULTIMEDIA ナビ＆オーディオ

STYLE 個性

C4オリジナル カーナビゲーション
CNZU500C40

ドルフィンアンテナ
（画像の取付車両は異なります）



P.6－ 7CITROËN C4  ACCESSORIES［価格表］
№ 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 1/43 C4 ミニチュアカー AMC019490 \7,020
（\6,500）

② 1/43 C4 ミニチュアカー AMC019489 \7,020
（\6,500）

③ 3 inch C4 ミニチュアカー AMC019512 \756
（\700）

2種類、各 \756

④ キーホルダー AMC080017 \648
（\600）

（H×W×D）約70×16×3mm

⑤ USBメモリー　2GB AMC070003 \4,860
（\4,500）

（H×W×D）約55×20×10mm

⑥ 手帳 AMC060046 \3,024
（\2,800）

（H×W×D）215×155×80mm　中紙：無地タイプ

Boutique ブティック



P.7－ 7CITROËN C4  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2016年7月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.ABC412 用


