
P.1－ 4CITROËN C4 CACTUS
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  \3,000）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

2 フロントフェアリング 1611186480 \34,128
（\31,600）

0.5 ポリウレタン製、塗装済み（アルミナナムグレー）

2 リアバンパーベント 1611186580 \34,128
（\31,600）

0.5 ポリウレタン製、塗装済み（アルミナナムグレー）

2 ステッカーセット
「STRIPE」 1611501080 \14,040

（\13,000）
2.0 4点セット（リアクォーター用左右、フロントフェンダー用左右）

「CODE」 1611501180 \14,040
（\13,000）

2.0 4点セット（リアクォーター用左右、ボンネット用、リアゲート用）

2 ドアミラークロームカバー 1608411180 \11,556
（\10,700）

0.5 左右 2点セット

2 アロイホイール
CROSS 17 inch 1612598980 \164,592

（\152,400）
－ 4本セット品　6.5 J17 CH 4-19、205/50 R17

DECLIC 16 inch 1610143580 \29,484
（\27,300）

－ 6.5 J16 CH 4-19、205/55/16

2 マッドガード
フロント用 1610191480 \5,076

（\4,700）
0.5 左右 2点セット

リア用 1610191580 \5,076
（\4,700）

0.5 左右 2点セット

3 システムキャリア 1610033180 \27,648
（\25,600）

0.25 許容荷重：75kg

－ 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

3 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

－ 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

3 ルーフラック 1608499380 \77,544
（\71,800）

－ THULE 製、サイズ：L1,280×W790×H122mm、重量：約10kg

－
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※2

3 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

3 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

3 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

EXTERIOR STYLE

TRANSPORTATION



P.2－ 4CITROËN C4 CACTUS  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

3 リアドアウインドウ　サンシェード 1610877780 \9,396
（\8,700）

－ 左右2点セット

3 リアゲートウインドウ　サンシェード 1610877880 \9,396
（\8,700）

0.25

3 ドッグガード 1610982280 \20,088
（\18,600）

0.1

3 フロアマット
ニードルパンチ 1611107680 \9,936

（\9,200）
－

ラバー 1611077280 \16,848
（\15,600）

－

3 ラゲッジマット 1611080180 \5,724
（\5,300）

－

3 ラゲッジトレイ 1617142680 \11,016
（\10,200）

－

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

－

4 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：462mm×282mm×328mm、重量：約5.2kg

4 アロマデフューザー 1607693080 \4,104
（\3,800）

－ カートリッジは別売りです。

－
アロマデフュー
ザー用
カートリッジ

トロピカルマンゴー 1608576980 \3,024
（\2,800）

－ 詰替え用カートリッジ1本入り

フローラル 1608577280 \2,916
（\2,700）

－ 詰替え用カートリッジ1本入り

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

－ 詰替え用カートリッジ1本入り

バニラ 1608577080 \2,916
（\2,700）

－ 詰替え用カートリッジ1本入り

4 チャイルドシート

ベビーセーフ プレミアム 1608847380 \33,588
（\31,100）

－ 【参考】適応年齢：新生児～18ヶ月位まで、適応体重：新生児～13kg

ベビーセーフ プレミアム用
ISOFIX ベース 1608847480 \35,532

（\32,900）
－

デュオプラス 1608847680 \58,752
（\54,400）

－ 【参考】適応年齢：8ヶ月位～4歳位まで、体重：9～18kg位まで

クルーザーフィックスプロ 1610823580 \35,640
（\33,000）

－ 【参考】適応年齢：3歳位～12歳位まで、適応体重：15kg位～36kg

COMFORT & PROTECTION

FOR FAMILY



P.3－ 4CITROËN C4 CACTUS  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 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

4 スノーチェーン　 16 inch 用 1607877880 \19,440
（\18,000）

－ 205/55 R16用

4
スノーソック

16 inch 用 1607977980 \15,876
（\14,700）

－ 205/55 R16用

－ 17 inch 用 1607977980 \15,876
（\14,700）

－ 205/50 R17用

4
ペットケージ

Mサイズ 1607076080 \12,852
（\11,900）

－

－ Lサイズ 1607076180 \16,632
（\15,400）

－

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

－

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

－

－ ベスト 0000946836 \648
（\600）

－

－ 三角停止板 0000946837 \1,512
（\1,400）

－

SAFETY & MAINTENANCE

① 収納バッグ
クーラーバッグと同じ構造になっていますので、簡易的な保冷バッグと
しても代用が効きます。また、緊急時は水入れにも使えます。サイズは
タテ185×ヨコ 310×高さ 350mm

② 牽引ロープ
特殊加工ゴムが牽引時の強烈な衝撃を吸収し、車を傷つけずスムーズに
牽引できます。（最大張力3t、長さ 4m）

③ セーフティベスト
車外で作業する際、着用者の存在を遠方より視認し易くさせ、安全性を
確保するための反射式ベストです。

④ ライフハンマー
事故／水没等によりドアを開けられない場合、ウィンドーガラスを割る
ためのハンマー。また車両が横転等シートベルトが外れない場合、ベル
トを切断するカッターも備えています。車内の手の届く範囲のカーペッ
トにしっかりと固定しておいてください。

⑤ ブースターケーブル
バッテリー上がりの際に役立ちます。（12V／ 100A、長さ 3m）

⑥ ライフライトⅡ
事故や故障の際、使用する緊急点滅信号灯です。スイッチを入れると、高輝度 LEDが赤色発光し、自動点滅します。
また、マグネット付き懐中電灯機能もあり夜間の作業にも重宝します（単3アルカリ電池 2個付き）

⑦ ウィンドーウォッシャー液
いざという時の備えの1本、フロントガラスに付着した油膜や汚れを除去します。

⑧ ワークグローブ
すべり止め付きの作業グローブ

⑨ 停止表示板
非常時停止車両の後方に、後続車の見えるところに置いてください。（国会公安委員会認定）＊専用ケース入

■エマージェンシーキット　　品番：ASE02C
　希望小売価格：\24,840（税込み） \23,000（税抜き）



P.4－ 4CITROËN C4 CACTUS  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

－ ポータブルナビゲーション CNG500C4C \57,240
（\53,000）

0.5
ポータブルナビ（Panasonic GORILLA CN-G500D）と C4 CACTUS 専用フィッ
ティングキット、専用電源ハーネスのセット品。運転席右側のエアコンルーバー上部に
ポータブルナビをスマートに取り付け可能。

－ スマートフォンホルダー 1613579280 \14,904
（\13,800）

－
TETRAX製。エアコンルーバーにスマートフォンやタブレット等を固定できるマグネッ
ト式ホルダー。耐荷重400g。※スマートフォン等の背面に付属の専用クリップを貼り
付る必要があります。使用時は固定部のルーバーのみ送風をキャンセルしてください。

MULTIMEDIA

パナソニック　ポータブルナビゲーション CNG500C4C スマートフォンホルダー
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10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.ABC4C1 用


