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シトロエンを選ぶこと。
それは、品質、安全性、美しさを選ぶこと。
そして、シトロエン純正アクセサリーをそこに添えることで、
車を持つ喜びを何倍にも大きなものにしていただけるでしょう。
シトロエンを知りつくした研究開発チームから生まれた
純正アクセサリーは、あなたの GRAND C4 PICASSOとC4 PICASSO に
より一層の安全性、信頼性を与え、格別のくつろぎを生み出します。
また、クリエイティブなセンスを発揮して、
あなただけのユニークなモデルにカスタマイズすることも可能。
豊富なアクセサリーのシリーズはあなたの車をひときわ個性的にして、
自分だけの一台にすることができます。

あなたらしく、自分流に。

PHOTO：欧州仕様車(左)C4 PICASSO、(右)GRAND C4 PICASSO



GRAND C4 PICASSOとC4 PICASSO に、
あなた自身のテイストを反映させることは、
難しいことではありません。
シトロエンのアクセサリーを選ぶことで、
その優れたデザインや機能があなたの好みや
創造性をしっかりと表現するからです。
それによって得られる満足感、
安心感はひときわのもの。
アクセサリーは、あなたのカーライフに
欠かせないものになることでしょう。

あなただけの一台に…

個性

ドアステッププロテクター （ホログラム） ドアステッププロテクター 

ドアデフレクター ドルフィンアンテナ

ライセンスプレートフレーム
※画像の車両は実際とは異なります。



アロイホイール
安全性と美しさ‥‥‥その二つを両立させた、シトロエンのアロイホイール。
あらゆる厳しいテストをクリアし、アロイホイールに求められる最高レベル
の機能を実現させました。
シトロエンを最もよく知る当社デザイナーの手による洗練されたデザインが、
あなたの GRAND C4 PICASSOとC4 PICASSO を
一層スタイリッシュなものにします。

アロイホイールセンターキャップ
（左：ノアール オニキス , 右：ブラン バンキーズ）

アロイホイール
EOLE 18inch

アロイホイール
LEVANT 17inch

アロイホイール
ZEPHYR 17inch

アロイホイール
GARBIN 16inch

アロイホイール
NOTOS 16inch エアーバルブキャップ

左：ノアール オニキス、 右：ブラン バンキーズ



「自宅で寛ぐような快適さ」をテーマに
シトロエンのこだわりを込めた製品は、
同乗者に配慮したエレガントで
素敵なドライブを演出いたします。

新たな快適さに向けて

快適性

アッシュトレー
ボトルタイプ。 ソーラー式
LEDランプ付き。

アロマデフューザー
シガーソケットの電源で
3種の香りが楽しめます。

Photo 左：サーモボックス24L
Photo 右：サーモボックス 16L
（24L は保冷機能のみ、16L は保温・
保冷機能付き）

クリーンボックス（フロント用）※

ウェットティッシュケース ※

マルチフォルダー

クリーンボックス（リア用）※
※画像の車両は実際とは異なります。



LEDリアゲート用
リアゲート内張りにLEDを増設するキット。ラゲッジルームを
真上から照らし、夜間の荷物の積み下ろしをサポートします。

LED ラゲッジルーム用 LED リアナンバー灯用

LED フロアイルミネーション フロント用 LED グローブボックス用

リアゲートウィンドウ用サンシェードリアドアウィンドウ サンシェード(C4 PICASSO用）

LEDバルブ
輝度が高く、省電力の LED バルブはより明るく室内をライティングすると共に
車両外観をスタイリッシュに演出します。



安全性

安全性を高めるために

エマージェンシーキット

盗難防止ロックボルト（アロイホイール用）

盗難防止ロックボルト（ライセンスプレート用）

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

◎セーフティベストと三角停止表示板は単品での販売もございます。

右側：スノーカバー
左側：スノーチェーン セーフティベスト／三角停止板

車にとって安全は必要不可欠な条件です。
それぞれの製品に込められたきめ細かな配慮が、
あなたのドライブをさらに信頼性と
安心感があふれるものにします。



ブリタックス・デュオプラス
（ISO FIX） ※1
確実に正しく装着できるISO
規格のチャイルドシートです。  

チャイルドシート
チャイルドシートは、乗車中のお子様の安全性を最大限確保します。
お子様の発育に応じて、9kgから18kgまで幅広く対応。微妙な調節
機能により、体型に合わせてベストなシートポジションが選べ、お子様
を安全かつ快適に移動させることができます。欧州規格に基づく設計、
厳しい品質管理による製造により、高い信頼性が保証されています。

※1  取扱説明書をご覧の上、正しい取付を行って下さい。

ブリタックス・キッドⅡ ※1
お子様を守る全方向衝突対応シェルと、
側面衝突対応パッド。　
カラー ： グレー/レッド

GRAND C4 PICASSO SEDUCTION用
HID バルブキット
透き通るホワイトブルーの光で路面を約2.5倍(ノーマル比）の
高照度で照射。またLEDポジションランプとの近似色を採用、
フロントライトを白色光で揃えて一体感を高めます。　

GRAND C4 PICASSO専用HIDバルブキットの開発ポイント
標準ライトの配光性能を維持し、対向車に眩しい光を与えず、
夜間走行時の視認性と安全性を格段に向上させます。

LED フォグランプキット
ノーマルと同等の配光性能を実現。消費電力はノーマルと比べ

83%の省エネ。 色温度：6４00ケルビン

◎フォグランプ 明るさと照射範囲の比較試験◎ヘッドライト明るさと照射範囲の比較試験

標準フォグランプ

本製品  LEDフォグランプHIDバルブキット（5400K、最高光度 123100cd）

標準ヘッドライト（3200K、最高光度 48800cd）

◎明るさと路面照射範囲の比較

HID ＆ LED Lighting System

サイドプロテクション機能（側面衝突対応）を
備えた深いサイドウィング。車外ではベビー
キャリー、家の中ではベビーラックとして使える
シートです。  カラー：グレー/レッド   

ブリタックス・ベビーセーフ プレミアム SHRⅡ ※1

「標準ハロゲンヘッドライト及びフォグランプ」「HIDバルブ及びLEDフォグランプキット装着」

（PHOTO : GRAND C4 PICASSO SEDUCTION）



取り付けが容易で、シトロエンが認める
優れた耐久性と安全性を考慮したツールです。
家族や友人と過ごす休日が待ち遠しくなる
アクセサリーをご用意いたしました。

思い出作りの必需品

レジャー

ベースキャリアバー（GRAND C4 PICASSO用）

アングルスペーサー
ルーフボックス等の積載物や立体駐車場
での干渉を防ぐため、アンテナロッドを
折り曲げる事ができます。

スキーラック
シンプルで使いやすい構造、簡単にスキーの取り外しができます。
積載内容に合わせ2タイプよりお選びください。

サイクルラック
自転車を簡単・確実に固定し、安全性も配慮した構造です。
スチール製とアルミ製の2種類があります。※Photoはアルミニウム製

ベースキャリアバー（C4 PICASSO用）
シーンに合わせ各種ラックやルーフボックスの
ベースとしてご活用ください。



ルーフボックス
開閉が容易なロッキングシステムを装備。
容量に合わせ4タイプのサイズをご用意しております。

ルーフラック
頑丈でモダンな形状のアルミニウム製。荷物の積載が容易です。

ラゲッジオーガナイザー（GRAND C4 PICASSO用）
荷物のボリューム合わせ、荷崩れ防止や仕切りスペースの調節が可能です。

ドッグガード ペットシートカバー

ラゲッジネット

ペットケージ
ペット用シートベルト



耐久性に優れ、専用に設計された製品は、
レジャーや街中で実力を発揮し、常に車を保護します。
あなたの GRAND C4 PICASSOとC4 PICASSOを快適でフレッシュな状態に保ちます。

いつも新鮮な感覚で

実用性

マッドガード（リア・フロント）

ドアプロテクションモールセット（ブラック）

　ドアハンドルプロテクター
ドアハンドル内側の車体に貼る
透明シート。爪でボディを傷つけ
ないよう保護します。

　ドアエッジプロテクター
ドアの開閉時に傷つきやすいドア
エッジを保護。透明タイプの樹脂
製なので目立ちません。

リアバンパーロード プロテクター バンパープロテクターセット（前・後）
目立たない透明タイプのシールです。

A
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B

PHOTO:C4 PICASSO

PHOTO:C4 PICASSO

PHOTO:GRAND C4 PICASSO

PHOTO:GRAND C4 PICASSO

PHOTO:(左)C4 PICASSO、(右)GRAND C4 PICASSO



フロアマットセット（ニードルパンチ） フロアマットセット（ベロア） ラバーマットセット

3列目フロアマット（ニードルパンチ） GRAND C4 PICASSO用 3 列目フロアマット（ベロア） GRAND C4 PICASSO用

ラゲッジマット ラゲッジトレー（リバーシブル） ラゲッジトレー（ラバー）

PHOTO:欧州仕様車 PHOTO:欧州仕様車 PHOTO:欧州仕様車



シトロエンオリジナル・カーナビをはじめ、
乗る人すべてが楽しく快適にすごせるよう、
マルチメディア対応のアクセサリーをご用意しました。
このGRAND C4 PICASSOとC4 PICASSOから
新しいカーライフが始まります。

ストレスフリーなドライブを

ナビ＆オーディオ

モバイル車載ホルダー

GRAND C4 PICASSO‐C4 PICASSO専用
SDメモリー カーナビゲーションユニット

標準のタッチスクリーンでナビゲーション機能を表示可能。
シトロエンオリジナルモデルです。
標準のタッチスクリーンにナビゲーションを表示することで、コックピットの革新的で洗練
されたインテリアイメージを損なわず、快適にナビを操作することができます。

10種類の豊富な検索方法でスピーディに目的地を設定。
行き先を見つけるための検索方法は10 種類。「名称」「主要施設」「周辺ジャンル」「住所」
「電話番号」「目的地履歴」「郵便番号」「自宅」「登録ポイント」「マップコード」から検索可
能。多彩な検索方法から、目的の施設や地点が素早く正確に見つけられます。

16GBのSDメモリーに美しく見やすい地図データを収録。
状況に合わせた最適なガイダンスを行います。
大容量のメモリーカードに緻密かつ視認性に優れた地図データや目的地情報を豊富に
収録。3つ先までの分岐点の情報を表示する機能やレーンのある交差点や、どの道に進む
のかがわかりにくい交差点、高速道ハイウェイ入口などを丁寧にわかりやすく表示します。

目的地までのルートを異なる5つの条件で同時検索。
運転の状況を総合的に診断する「エコドライブ・サポート機能」を装備。
目的地の設定を終えると推奨ルートを自動判断する通常の「おまかせ」ルート探索に加え、
「5ルート探索」では、「おまかせ」「有料優先」「一般優先」「距離優先」「eco」の5通りのル
ート探索結果を同時表示。その中から好みに合ったルートが選択可能です。

VICSビーコンユニット

パイオニア スピーカーキット
中音域が耳元までクリアに届く新設計。
手軽に高音質なサウンドを実現します。

16GB SDメモリー 地デジTV 1年保証

DSRCユニット
ETCユニット

ナビゲーションユニット

オプション



シトロエンのメンテナンス製品は、
優れた使用効果を発揮するとともに、
環境に対して十分に配慮されています。

美しさと品質

メンテナンス

シトロエン指定 TOTALオイル オートグリムカーケアキット

Smart Reco HD＋ WHSR3211

“音声案内機能”が加わってさらに便利。
高機能ハイビジョンドライブレコーダー

最大450分録画、16GB micro SDカード(付属) 最大900分録画、32GB micro SDカード(付属)

GPSアンテナ

本体裏面
タッチパネル

高機能専用ビュアー

ウィンドウ サンシェード
タイヤカバー

WHSR3211 及び WHSR361共通の特長
・ 200万画素、有効画像サイズ1280×720ののHDカメラを 
 搭載しています。
・ 運転中、設定した衝撃を感知した時点の前後10秒（合計20秒
 間）の映像を保存します。
・ 車上狙いやいたずら、あて逃げを監視する「駐車監視モード」 
 を装備しています。
・ 録画した画像はパソコン上の高機能専用ビュアーで確認でき、
 標準装備のGPSで走行ルートを日付別に地図上で確認でき
 ます。
・ 最大5週間の運行記録データを保存できます。
・ オプションの後方カメラで後方の記録も可能です。

ボディカバー（屋内用）

Smart Reco Touch Urban WHSR361

タッチパネルを搭載、録画映像もすぐ見れる。
高機能ハイビジョンドライブレコーダー

ハイブリッドインバーター
AC100V、DC12V、USB電源を備えた
車載用インバーター。

シガーソケットUSB
シガーソケットを利用して、USB接続のスマート
フォンやオーディオプレーヤー等の充電ができます。

ダブルUSBチャージャー
センターコンソールのドリンクホルダーに

収まるモバイル向け電源ポート。

ボディカバー
（屋外用）

オプション（別売）

後方カメラ
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