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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DS3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、
DS3を、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。

03掲載写真には一部欧州仕様車も含まれております。このカタログに記載されている商品は、
予告なく変更される場合があります。また、写真と実際の商品は色、形等が若干異なることがあります。
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STYLE   個性

DS3を、あなた自身のテイストを
反映させたモデルにすることは、
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…
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ルーフステッカー French Touch

クローム キット
クローム ドアミラーカバー

クローム キット
ヘッドライト・ロアー・クローム

クローム キット
フォグランプ・クローム

ライセンスプレートフレーム

ルーフステッカー Furtif

ルーフステッカー Natural 
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アロイホイール
DS3 のダイナミックなデザインと融合する個性的なアロイホイール。
耐久性はもちろん、シトロエンの厳しい品質検査に合格した逸品です。
表情豊かなホイールデザインが、あなたの感性を刺激します。

STYLE   個性

アロイホイール ASHERA 16インチ    PHOTO 左から ブラン バンキーズ、ノアール オニキス、グリ リオン、インフィニティ ブルー

アロイホイール BELLONE 17インチ   PHOTO 左から ノアール オニキス、グリ リオン、ブラン バンキーズ

アロイホイール SQUALE 16インチ アロイホイール APHRODITE 17インチ

アロイホイール CLOVER 17インチ
アロイホイール
センターキャップ“DS”　
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エアーバルブキャップ
①ノアール オニキス、②ルージュ カルメン、③ルージュ アデン、④ジョーヌ ペガス、
⑤ブルー ボッティチェリ、⑥ブラン バンキーズ  （カラー：左から）

シフトノブ
ボディカラーに合せて、7種類からセレクト。インテリアをスタイリッシュに演出
するアイテムです。
カラー(上段左より） ： 
①ブラン バンキーズ、②グリ ムーンダスト、③ブルー ボッティチェリ、
④ジョーヌ ペガス、⑤ルージュ アデン、⑥フシャ、⑦レザー、
⑧ルージュ カルメン、⑨インフィニティ ブルー、⑩ノアール オニキス

①

①

②

②

③

③

⑤

⑤

⑥

⑥

⑦

⑧ ⑨

⑩

④

④
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COMFORT   快適性

「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

ドアデフレクター

サイドウィンドゥ サンシェード

リアウィンドゥ サンシェード
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コンパクトミラー

カップホルダー

クリーンボックス

アッシュトレイ ボトルタイプ
（シルバー /ブラック）

ウェットティッシュケース ※

マルチホルダー ※ 

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。

アッシュトレイ

パルファム
シトロエンのカーフレグランス・シリーズは、DS3の空調システムに
セットしご使用頂けます。レバー操作により、香りの強弱や停止を調
整出来ます。
香水の本場、南仏・グラースの香水メーカーが調合したコレクション
の中から、お好みの香りをお選び下さい。
（詰替え用カートリッジ1本入り、1日1時間使用で約 2ヶ月間使用
可能）

サーモボックス
（16L）

サーモボックス
（24L）

・トロピカルマンゴー  ・フローラル ・パシフィックフレッシュ  ・バニラ
香りは4種類



キーイルミネーション
ドアを開けてから室内灯が消えるまで
の間イルミネーションが点灯し、夜間
のキーの差し込みをアシストします。

〈 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。
インテリア及びエクステリアをスタイリッシュに演出します。

LED ルームランプ用LED マップランプ用

LEDリアナンバー灯用LEDラゲッジルームランプ用

LED フロント フロアイルミネーション用

※画像の車両は実際とは異なります。 ※画像の車両は実際とは異なります。
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COMFORT   快適性

LED フォグランプキット
・ ノーマルと比べ約1.45 倍の明るさを実現。
・ 対向車に眩しくなく、ドライバーに明るく見やすい配光性能。
・ ノーマル比60% 以上の省エネ、低消費電力で車両負担を軽減。
・ 色温度：6400 ケルビン ( ECE 基準/ F3 規格に準拠)

≪明るさ・配光比較≫

純正フォグランプ

LEDフォグランプキット



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

オートグリムカーケアキット

ボディカバー
（屋外用）

タイヤカバー
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MAINTENANCE   メンテナンス

ウィンドウサンシェード（収納カバー付き）
※画像の車両は実際とは異なります。

ボディカバー
（屋内用）
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PROTECTION   実用性

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DS3 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
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マッドガード （リア）マッドガード （フロント）

ラバーマットセットフロアマットセット（ニードルパンチ）

ラゲッジマット（バンパーカバー付き）ラゲッジトレーラゲッジマット

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。

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。

バンパープロテクターセット（フロント/ リア）

PHOTO：欧州仕様車PHOTO：欧州仕様車
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厳しい条件下での耐久試験に合格し、シトロエンの基準を
満たす製品です。このアクティブなアクセサリーとDS3 は、
新しい景色と感動へ、あなたを誘います。

大人の冒険心を掻き立てる

TRANSPORTATION   レジャー

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。
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ペットケージ

ペット用シートベルト

ベースキャリアバー
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。

スキー/スキーボードラック
シンプルで使いやすい構造、簡単にスキー/スノーボード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

ペットシートカバー
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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
安心感あふれるものにします。

安全性を高めるために

SAFETY   安全性

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）

スノーチェーン

スノーカバー
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エマージェンシーキット 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。

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

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
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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DS3 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。

MULTIMEDIA   ナビ＆オーディオ

●オプション

ETC ユニット バックアイカメラ

シトロエン・オリジナルカーナビゲーション
・ DS3専用設計のビルトイン・ナビゲーション。
・ MFD(マルチファンクションディスプレー)同期表示機能。
・ 専用ダッシュボードパネル同梱(塗装済)。
・ 7V型タッチパネル、16GB SSD、ワンセグTV、FM-VICS。
・ SDメモリーカード(別売)を使用して音楽・動画再生が可能です。
・ 見やすい市街地詳細地図や多彩な地図表示を収録。

モバイル車載ホルダー



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

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。

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

オプション（別売）

後方カメラ
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パイオニア ポータブルナビゲーションキット

・ DS3専用のオリジナルステーで取付するため、見た目もスマートです。
・ 大容量16GBメモリーとパイオニア独自の圧縮技術により、HDDナビ並みの
  情報を収録し、詳細な地図情報や渋滞予測データ、検索データも豊富です。
・ ワイドVGAモニターで、文字や画像もきめ細かく鮮やかに表示。
・ 走行中の目印になる建物を立体的に分かりやすく表示する「ビジュアルランド
  マーク」によって、曲がるポイントが直感的に分かり安心です。
・ ワンセグTVが視聴可能な画面サイズ4.8V型。

専用取付ステー

Hi-Fiモジュール
重厚感ある低音を再現する、Max 180W×2のウーファー。
トランクルームに設置して使用します。※標準装着オーディオ専用品

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。

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カップホルダー（アクセサ
リー）に収まるモバイル向け電源ポート。
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