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新たな出会いの予感、
CITROËN純正アクセサリー。

シトロエンの純正アクセサリーを選ぶということは、
品質、安全性、そしてライフスタイルを選ぶということです。
これらのアクセサリーは、シトロエンを知り尽くしたデザイナーと
エンジニアによって、新しい CITROËN C4 のために特別に
設計されており、高いレベルのパフォーマンスを発揮します。
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。

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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COMFORT 心地よさと、おもてなし。
「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アクセサリーは、
全ての同乗者に配慮した、快適で素敵なドライブを
さりげなく演出します。

1. タブレットホルダー
　		助手席グローブボックスにタブレットを固定して
　		楽しむことができる、C4	オリジナルのパーツです。

２. マルチホルダー※
３. アッシュトレイ（ボトルタイプ）※
４. クリーンボックス（フロント用）※
　		車内を清潔に保ち、収納ボックスにも活用できます。
５. クリーンボックス（リア用）※
６. サーモボックス（20L）※
７. サーモボックス（16L）
８. リアドアウインドウサンシェード
９. リアウインドウサンシェード
※	PHOTO	は実際の車両と異なります。
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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。

13  LEDリアゲート用		※ 14  LEDラゲッジルーム用	※

10  LEDドアカーテシー用	※

12  LEDグローブボックス用	※

※PHOTO は実際の車輌と異なります。

LEDバルブ装着後

LEDバルブ未装着

11  LED フットライトキット	※
　	前席と後席の4	灯セット。ドアオープン時にはルームランプに連動して白色点灯、走行時には青色点灯します。

走行時：青色点灯

ドア開閉時：白色点灯

前席

前席

後席

後席

LEDバルブ						輝度が高く、省電力のLEDバルブは室内をより明るくスタイリッシュに演出します。
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安全性と信頼性を追求した純正アクセサリーは、 ドライビングシーンにさらなる安心感をもたらします。

盗難防止ロックボルト ライセンスプレート用   盗難防止ロックボルト アロイホイール用
付属の専用アダプターのみでロックが解除でき、大事なライセンスプレートやホイールを守ります。

リバースチャイム
チャイム音は上記のQR コードでご確認できます。

タイヤカバーセーフティベスト 三角停止表示板

スチールソック

CITROËN
エマージェンシーキット
キット内容）　※収納ケース付き
ライフライト、ライフハンマー、
ブースターケーブル、ワークグローブ、
ウィンドウ解氷剤、三角停止表示板、
セーフティベスト

SAFETY & MAINTENANCE

リバースに入れると…

♪♬

ギアがリバース（後退）ポジションに入っている事を
チャイムでお知らせします。
取付時に音色３種類、音量３段階から選択出来ます。

スマートキッズベルト
車両のシートベルトに装着することで、
お子様の体格に合わせて、シートベル
トが使用できます。
簡単に取り外しができ、持ち運びにも
便利です。
推奨年齢：3~12 歳位まで、対応体重：
15~36Kg まで
US 及び、EU 衝突試験規格取得済み
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PROTECTION
いつも新鮮な感覚で。
専用に設計されたアクセサリーは、
耐久性やフィッティングに優れ、
レジャーやデイリーユースで実力を発揮し、
常に車を保護します。
あなたのCITROËN C4をいつも快適で
フレッシュな状態に保ちます。

1. ボディカバー（屋内用）
2. ボディカバー（屋外用）※
3. ウィンドウサンシェード ※
4. マッドガード（フロント用、リア用）
5. ステップガード（CITROËN ロゴ）
6. フロアマットセット（ニードルパンチ）
7. フロアマットセット（ベロア）
8. ラバーマットセット
9. ラゲッジマット
※	PHOTO	は実際の車両と異なります。
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TRANSPORTATION
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思い出を運ぶ。
シトロエンが認める品質は、
あらゆるシーンを想定した優れた耐久性や
機能性及び、安全性に配慮したツールです。
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しました。

1. ラゲッジトレイ
2. ラゲッジネット
3. ルーフキャリアバー
4. 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。
5. スキーラック
　 スキー板の脱着が簡単、シンプルで使いやすい構造。
	 積載内容に合わせ	2	タイプよりお選びください。
6. 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。
 スチール製とアルミ製の 2	種類があります。
	 （PHOTO	はアルミ製）
7. ドッグガード ※
8. ペットシートカバー ※
9. ペットケージ
	 ※	PHOTO	は実際の車両と異なります。
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１．2台のカメラでフロント・リアを同時に録画
 ・ 前方も後方もはっきり撮影できるFull HD画質(フロント・リア) 危険な”あおり運転” 
  対策に最適なリア画像も同時に録画
  ※リアワイパー非装着車につき雨天・降雪時には、後方の映像が見えにくくなる場合があります。
２．GPS おしらせ機能
 ・ 内蔵のGPSデータにより「オービスポイント」や「高速道逆走注意エリア」 
  など、安全運転に役立つ情報を事前にお知らせします。
 ・ GPSデータは毎月最新データに無料で更新可能。
３．夜間補正機能＋HDR 搭載(フロント・リア)
 ・ 夜間補正により暗い場所でも見やすく録画することができます。
 ・ HDR[ ハイダイナミックレンジ] による画質合成技術により、急激な明るさの変化が 
  発生しても白とびや黒つぶれを低減して録画します。

ドライブレコーダー　Full HD200 万画素・超速GPS 搭載・日本製3年保証付き

リア用カメラ

後方撮影画像も同時に表示可能 各種の注意エリアを表示

CS32FH  フロント・リア 同時録画タイプ

microSD メンテナンスフリー
セルスター独自のファイルシステムを適用することで、録画ファイルの断片化を無くしエラー発生率を低減することで、
メンテナンスフリーを実現。 従来品に必要だったメンテナンス（定期的なフォーマット）が不要になりました。

１. 車外/ 車内を360°録画可能な超広角・6 枚構成のガラスレンズを搭載
　 ・専用ビューアーで360°パノラマ再生、ぐるぐる回して全方向を確認できます。（Windows専用）
　 ・車内録画カメラは赤外線LED 搭載で、昼夜問わず車内をクリアに録画できます。 
  

 ２. こだわりの「360°録画画質」
　 ・360°録画対応のナイトクリアVer.2、フルハイビジョン撮影、HDR 機能、録画画質の細かい
　　設定や3つの録画モード《常時録画、イベント録画、クイック録画》を搭載しています。
３. さまざまな情報を通知
　 ・政府機関が発令する災害・危機管理通報サービス「災危通報」を表示、音声でお知らせします。
　 ・内蔵のGPSデータでドライブ中の危険エリアを警告音と画面表示で事前にお知らせします。

CS360FH2  フロント2 カメラ、 360°録画タイプ

車外（前方）

車内（後方）

右
側

左  

側

360°パノラマ

前方と左右を180°録画
本体背面の広角カメラで
車内と左右を180°録画

・ 駐車監視モード（動きや衝撃を感知して自動的に録画、当て逃げ、 
 車上狙い監視）の記録時間を従来比の約7倍に強化。
・ 録画データ暗号化機能、SDカード寿命表示、選択したファイルの 
 上書き防止など、録画データの管理をさらに強化。
・ 前方をフルHD 画質（1,920×1,080）で録画。
・ 後方カメラ（別売） HD 画質（1,280×720）で録画。
※リアワイパー非装着車につき雨天・降雪時には、後方の映像が見えにくく

    なる場合があります。
・ 暗い箇所を明るく補正する「ナイトビジョン/ WDR 」を搭載。
・ LED 信号機対応、衝撃録画（前5秒/ 後15秒）、音声案内機能。
・ 駐車監視時のバッテリー上がりを防ぐ電源自動遮断機能を装備
 （ユーザーにて電圧・時間を設定可能）。
・ 録画した映像を本体モニターで再生、録画した情報をPCで確認
 できる「高機能専用ビューアー」対応。
・ GPSモジュール（みちびき対応）付属、製品保証2年間（SD等、
  消耗品除く）

Smart Reco  　駐車監視機能とデータ管理を強化した多機能ドライブレコーダー

ETC 車載器
［スタンドアローンタイプ］

WHSR610

■ ミラー前方にフロントカメラを装着 ■ エンジン始動時はシトロエンロゴを表示 ■ 明るい画面で夜間の視認性も良好 ■ リアカメラ

ディスプレイミラー：9.88 型 IPS 液晶画面、GPS 内蔵、microSD カード(32GB) 付属
フロント＆リアカメラ：200 万画素CMOS イメージセンサー、記録解像度 1920×1080

ドライブレコーダー付きディスプレイミラー
快適な後方視界を確保できるデジタルディスプレイミラーに、
いざという時に役立つドライブレコーダーが一体となったアイテムです。

リアマルチメディアシステム Type 2.0
後席でさまざまなエンターテイメントが楽しめる、
モニターサイズ10.1インチのスタンドアローン・マルチメディアプレーヤーです。

・ 後席の乗員やラゲッジルームの荷物を気にすることなく、後方視界をクリアに確認できます。
・ エンジンを始動するとオープニング画像を表示、ディスプレイミラーに表示されるカメラ映像 
 は画面を上下にフリックすると後方画像の表示範囲を微調整できます。
・ ミラー画面をタッチして各種機能を操作可能です。
・ ディスプレイミラーに日時・車速・方位・車線を表示することができ、走行車線を逸脱した時は
 警告音と表示で注意する走行モードを搭載しています。
・ フロントカメラ／リアカメラで静止画像を同時に撮影する「写真撮影機能」を装備しています。
・ ドライブレコーダーは、常時録画機能や運転中／駐車中に車両へ大きな衝撃が加わった際の
 車両前後映像を録画するイベント記録機能( イベント録画モード) ／駐車監視記録機能( パー
 キングモード) が装備されています。

乗る人すべてが楽しく快適にすごせるよう、ストレスフリーなドライブを。
マルチメディア対応のアクセサリーをご用意しました。

・ DVD再生機能、USB 接続/ HDMI接続（入力のみ）、スマホやタブレットのミラーリング※  

に対応しておりますので、多様な動画の再生が可能です。
・ スピーカー内蔵、ヘッドフォンはBluetooth 接続 及び、端子接続に対応しております。
  （ヘッドフォンは付属しておりません。）
・ 各種設定は付属のリモコン 及び、タッチスクリーンで操作ができます。
・ 本機を2台並列接続の場合、1 台のDVD 映像を2 台で共有可能なモニターシェアリング
 機能付きです。（フロントタッチスクリーンには共有不可）
　　　　　         ※HDCP 対応機のスクリーンミラーリングは出来ません。 iOS には対応しておりません。

■電源起動時にシトロエンロゴを表示

※ 画像はハメコミ合成です。

 リアカメラはリアガラス室内側
（リアスポイラー下）に装着。

※ 画像はハメコミ合成です。

MULTIMEDIA 

本体背面3.0インチ
タッチパネル

後方カメラ（別売り）

※リアワイパー非装着車につき雨天・降雪時には、※リアワイパー非装着車につき雨天・降雪時には、
　後方の映像が見えにくくなる場合があります。　後方の映像が見えにくくなる場合があります。
※リアワイパー非装着車につき雨天・降雪時には、
　後方の映像が見えにくくなる場合があります。
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 www.citroen.jp


