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シトロエンを選ぶこと。
それは、品質や安全性、独創的な美しさを選ぶこと。
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DS5により一層の安全性、信頼性を与え、
質の高いドライビングを実現します。

また、クリエイティブなセンスを発揮して、
DS5を、あなただけの特別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、
自分だけの一台にしていただけます。

あなたらしく、自分流に。
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個性STYLE

あなただけの一台に…
革新的なDS5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。

エアーバルブキャップ

ライセンスプレートフレーム
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アロイホイール 
Air�ow 16インチ

アロイホイール 
Baikal 16インチ

アロイホイール 
Houston 17インチ

アロイホイール  
Canaveral グリ アントラシト
18インチ

アロイホイール 
Cairns グリ エファイス 19インチ

アロイホイール  
Cairns ディアマンテ ノアール 
19インチ

アロイホイール  
Caims ヒッコリー 19インチ

アロイホイール
DS5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。
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PROTECTION 実用性

日常的な「美意識」
さまざまな日常シーンを想定し、
クルマを保護する機能を追求したアクセサリーは、
シンプルで、スマートにDS5を使いこなす、
ライフスタイル的な「美しさ」をもたらします。

B：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。 

A：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。 

A

B

フロアマット
装着もお手入れも簡単な純正フロアマット。
DS5用にデザインされていますのでフロア形状に
ぴったり、インテリアにも調和します。
レジャーシーンで活躍するラバータイプも用意。
全タイプ運転席側マットは、滑り止め機能付きで
安全性を確保します。

フロアマット〈ベロアタイプ〉 １台分セット

フロアマット〈モケットタイプ〉 １台分セット

ラバーフロアマット １台分セット
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ラゲッジマット〈バンパーカバー付き〉 ラゲッジフルカバー

ラゲッジマット〈リバーシブルタイプ〉 

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 マッドガード〈フロント・リア〉 

ラゲッジコンパートメント 
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COMFORT 快適性

新たな快適さに向けて
「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。

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

マルチホルダー

サーモボックス（1６L）
スイッチ操作により保冷・保温をワン
タッチで切り替えできる1台2役、後席に
シートベルトで固定して使用します。

クリーンボックス （リア用） 

ドアデフレクター
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装着イメージ：
ロービーム用ホワイトHID バルブ、フォグランプ用ホワイトハロゲンバルブ

LEDバルブ グローブボックス用

LEDバルブ センターコンソールボックス用 LEDバルブ ラゲッジルームランプ用（左・右）

LEDバルブ フロントフットランプ用

ロービーム用 ホワイトHIDバルブ
・透き通るホワイトブルーの光
・D1S、色温度6000K

フォグランプ用 ホワイトハロゲンバルブ
・純白色の光、色温度4400K
・H11、明るさ110W相当

装着前
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TRANSPORTATION レジャー

大人の冒険心を掻き立てる
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DS5は、
新しい景色と感動へ、あなたを誘います。

システムキャリア
付属の工具により、ロックも取り外しも簡単にでき
ます。ルーフボックス、サイクルアタッチメント、
スキーアタッチメントも容易に装着が可能。

ルーフボックス
・ABS製、右開き、重量：約18kg、サイズ：L180×W81.5×H34cm
・空気力学に基づいたデザイン形状、開閉が容易なロッキングシステム
・他に容量250L～430Lの種類があります
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スキーアタッチメント
・ルーフとビンディングの干渉を防ぐハイポジション設計
・ワンキーシステム対応、簡単にスキーの取り外しが可能

サイクルアタッチメント
・積載を容易にする、自動調整フレームホルダーを搭載
・自転車のサイズに合わせて簡単・確実に固定できる、各種システムを装備

カヤックアタッチメント
・カヤックを確実に固定するストラップとキズを防ぐフェルトパッドを装備
・未使用時はベースキャリアに沿って折り畳み可能

ソフトルーフボックス
・丸めて保管できる、折りたたみ式、簡単なクイック装着システム
・サイズは2種類あります。

ドッグガード ペットシートカバー
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SAFETY 安全性

安全性を高めるために
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。

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）

スノーカバー

スノーチェーン
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レーマー・ベビーセーフ プレミアム ※1 
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：
フェリックス

カラー：エリーザ

チャイルドシート
乗る方すべてに高度な安全性をお届けしたい。シトロエンが推奨するチャイルドシートはすべて欧州規格を
合格した製品。ベビーシートからジュニアシートまで、お子様の成長に合わせてご用意しております。

レーマー・キッドプラス ※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：フェリックス /オリビア

レーマー・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。  

※1 取扱説明書をご覧の上、正しい取付を行って下さい。

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

三角停止表示板

セーフティベスト
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MULTIMEDIA ナビ＆オーディオ

ストレスフリーなドライブを
ドライブの途中で「美味しい食事」、
そんなリクエストにもカーナビが大活躍。
あとはお気に入りの音楽に浸りながら、
目的地まで楽しいひと時をお過ごし下さい。

パイオニア スピーカーキット　TS-1710A
・ 17cm2ウェイタイプでピュアな質感のある音質を実現。
・ フロントドアスピーカー用。

モバイル車載ホルダー

シトロエン オリジナルSSD ナビゲーション
7V 型タッチパネル、16GB SSD、12 セグ＋ワンセグTV、FM-VICS、音楽・動画再生

ETCユニット
（スタンドアローンタイプ）

・ 多彩な地図表示とわかりやすい市街地詳細地図を収録。
・ 交通情報をリアルタイムにキャッチするFM-VICS を内蔵。
・ GPS 電波を受信しにくい場所でも、位置を高精度に測位する「G ジャイロ」を搭載。
・ 「急加減速」や「アイドリング時間」をチェックし、経済的な運転を音声や表示で知ら
  せる「エコドライブ情報」機能。
・ SD カード（別売）に保存した音楽や動画が再生でき、またナビ本体の内蔵メモリー
  にも保存・再生が可能です。

マルチファンクションディスプレイを
ナビ画面に表示可能。
オーディオセッティングや車両の電子制御機能
を好みに合わせて調整できる「マルチファンク
ション ディスプレイ」をナビ画面上でスマートに
操作することができます。
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MAINTENANCE メンテナンス

美しさと品質
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。

オートグリム カーケアキット

オートグリム  各種クリーナー製品
プロフェッショナルにも愛用される「オートグリム」。
レザー仕様の DS5には保湿効果のあるレザー・ケア・バームが
お奨めです。その他、インテリアやエクステリアの汚れ除去や、
優れた保護効果のあるケア製品を各種ご用意しております。

シトロエン指定 TOTALオイル
QUARTZ INEO ECS 5W30

ウィンドサンシェード（収納カバー付き）

タイヤカバー

ボディカバー（屋内用）

ボディカバー（屋外用）

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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