モデルの詳細は
こちらからご覧
ください。

本カタログの最新・
訂正情報はこちら
からご覧ください。
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CITROËN BERLINGO

FOR ACTIVE LIFESTYLE

アクティブな人生に、ベルランゴ。
このクルマと一緒なら、人生がもっと楽しくなる。

キャンプに登山、
トレッキング。スキーにサーフィン、
サイクリング…。
さぁ、
お気に入りの道具をいっぱい積み込んで、海へ山へ出かけよう。
そう語りかけてくるのが、
マルチアクティビティビークル、ベルランゴ。
シトロエンの個性的なデザインをまとったトールスタイル。
ゆとりに満ちた室内とラゲッジスペース。乗り降りしやすい後席スライドドア。
室内のルーフには、優れた採光と収納性を実現する革新的なMODUTOP ®＊を採用しました。
シトロエンならではの快適さと使いやすさ、
そして無限の楽しさを身につけて。
あなたを、家族を、仲間を、新たな冒険へと誘います。 ＊SHINE BlueHDiに標準装備

CITROËN BERLINGO
1
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CITROËN BERLINGO
10 KEY BENEFITS
シトロエン ベルランゴ、10 の魅力。

DESIGN

シトロエンらしいユニークで個性的なスタイル、
誰をも魅了する存在感。

COLOR ACCENT

フォグランプベゼルとエアバンプには
同色のカラーアクセントを採用。

ROOMY
LUGGAGE SPACE

ラゲッジスペースは、5人乗車時でも
約 597ℓのスペースを確保。
さらにシートアレンジで最大約 2,126ℓまで拡大。
※容量数値はVDA 方式

8 INCH
TOUCH SCREEN
多彩な情報と操作機能を表示する

REAR SLIDE DOORS
左右のリアドアは、開口部が広く、
乗り降りしやすいスライド式。

3 INDIVIDUAL
REAR SEATS
個別に折りたためて、
スペースをフレキシブルに
活用できるリア3 座独立シート。

8インチタッチスクリーン。ミラースクリーンにより

スマートフォンのアプリにも対応。

ADAS

ドライビングをより安全で快適にする、
数々のADAS
（ 先進運転支援システム）
を搭載。

EFFICIENT ENGINES

エンジンには、優れた燃費性能とパワーを誇る
クリーンディーゼル1.5ℓ BlueHDiを採用。

MODUTOP

®

パノラミックガラスルーフと
多機能ルーフストレージをあわせ持つ
＊。
革新的なMODUTOP ®（モジュトップ）
＊ＳHINE BlueHDiに標準装備

3

EAT8
AUTOMATIC GEARBOX
力強くスムースな走りを生み出す、
８速オートマチックEAT8 。
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DESIGN
シトロエンらしい
個性あふれるデザイン。
ベルランゴのトールスタイルは、
シトロエンらしい個性とユニークさにあふれています。
シトロエンと一目でわかるダブルシェブロンと
ライトユニットで構成された
ボリューム感のあるフロントフェイス。
サイドには、独創的なデザインの大きなウィンドウと
カラーアクセントを効かせたエアバンプ。
さらにフロント＆リアバンパー、ルーフレールを
ブラックで引き締め、精悍で力強い印象に。
街で、
そしてアウトドアで、
ひときわ強い存在感を放ちます。
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REAR SLIDE DOORS &
ROOMY SPACE
快適なスライドドア、
広大なラゲッジスペース。
ベルランゴは、アクティブな人生を楽しむために
必要なものを知っています。
一緒に出かける家族や仲間が乗り降りしやすいように、
左右のリアドアは開口部が広いスライド式に。
みんなの荷物やレジャー道具を思う存分積めるように、
ラゲッジスペースは5人乗車時でも約 597ℓの大容量に。
さらにシートアレンジで最大約 2,126ℓまで
スペースが広がります。
積みたいものを自由に積めるから、
趣味の世界もライフスタイルも無限に広がります。
※容量数値はVDA 方式
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COMFORT
私が、幸福感に包まれる場所。
シトロエンのクルマづくりの最も大切なテーマ、
それが「アドバンストコンフォート」です。
ストレスを感じさせない静かでしなやかな乗り心地。
まるで繭に包まれるようにフィットする心地よい空間。
誰もが直感的に扱えるわかりやすい操作系。
そして数々の運転支援技術がもたらす確かな安心感。

CITROËN ADVANCED COMFORT ® プログラムのもと、
さまざまな視点から乗る人すべてを幸福感で満たす、
最上級の心地よさをカタチにしました。

FILTER

MAKE LIFE

IMPROVE

LIGHTEN

ストレスを感じない

居心地のいい空間

操作もわかりやすく

心はいつも軽やか

OUT STRESS
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ON BOARD EASIER

THE FLOW

THE MENTAL LOAD
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MODUTOP

®＊

ルーフを革新するクリエイション、
モジュトップ。
高さのある室内スペースを、
さらに快適に便利にしたい。
シトロエンのアドバンストコンフォートはルーフスペースを
も革 新しました。それは、
リアシートの 頭 上まで広がり
圧 倒 的な開 放感をもたらすパノラミックガラスルーフと
多機能ルーフストレージをひとつにしたモジュトップ。ルーフ
中央を通るスタイリッシュなフローティングアーチは、約 14ℓ
の容 量で身の回りの小 物をすっきり収 納 。半 透 明なの
で日中は光を遮らず、夜はバックライトにより室内を演出す
るアンビエンスライトとして機能します。また、
サンバイザー
上部にも約 18ℓの収納スペースを備えています。さらに、
ラゲッジスペース上 部には、
リアシート、テールゲートの
両方からアクセスできる約 60ℓの収納ボックスを設置。
こうした独 創 的な収 納アイデアにより、ルーフだけでも
約 92ℓの容量を確保しています。
＊SHINE BlueHDiに標準装備
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A FIRST CLASS
WELCOME
安らぎをもたらす上質なインテリア。

13

ベルランゴのインテリアは、上質なリビングの

スタイリッシュなカラーコンビネーションを採用

アウトレット＊2やフロントシートバックテーブルの

ような快 適 性にこだわりました。大きなウィン

したシートには、
クッション材をふんだんに使用。

装備など、
すみずみにまで使いやすさを追求。

ドウエリアとパノラミックガラスルーフ＊1は明るく

長時 間 のドライブでも疲 労を軽 減する設 計

乗員全員が 快 適に感じられる空 間を創 出し

洗 練された雰 囲 気を演出。ハイエンドな家具

です。また、
リア3 座独立シートは、同じ座面幅

ました。

や 旅 行からインスピレーションを得たインテ

の 3 座により大 人 3人がくつろげる居 住 性を

＊1 SHINE BlueHDiに標準装備

リアは、
やわらかく手触りの良い素材を使用。

実 現 。さらに、風 量 調 整 機 能付きのリアエア

＊2 FEEL BlueHDiには風量調整機能は装備されません。

PHOTO : SHINE BlueHDi 欧州仕様車

14

FLAT FLOOR THINKING
フラットでフレキシブルな
ラゲッジスペース。
大きな開口部と低くフラットなフロアを持つラゲッジスペース
は、使いやすさを考え抜いた設計。ワンタッチでシートバック
さらに
が倒れ座面が沈み込むリア3 座独立シートにより、
広大でフラットなスペースを簡単に作り出すことができます。
スペースの高さを最大限に使用した時の容量は2,126ℓ。
さまざまな積載物に対応します。また、助手席前方可倒式
シートにより、約 2.7m の長尺物を積むことも。5人乗りの
シートポジション時でも、荷物の大きさに合わせて高さを

2段階調整できるフレキシブルラゲッジトレイにより、効率的
な積み込みを可能にしました。
さらに、
テールゲートを開けず
にラゲッジスペースにアクセスできるリアオープニング
ガラスハッチを装備。頻繁に出し入れしたい荷物の積載に
便利です。※容量数値はVDA方式
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INTELLIGENT INTERFACE
直感的なドライブ体験。
ベルランゴのコックピットは、高い着座位置による視界の
良さに加え、人の視線や手の動きを最小限に抑える設計に
より、
ストレスのない快適なドライブを実現しています。高い
視認性をもたらすアナログメーターを採用し、
ステアリング
には頻繁に操作が必要なスイッチをレイアウト。
さまざまな
情報表示と操作機能を集約した8インチタッチスクリーンは、
自然に目に入る高い位置に設置。充実した収納スペースを
持つハイセンターコンソールも採用しています。直感的な
操作とともに、快適さにも配慮したドライバーズゾーンです。

8インチタッチスクリーン
オーディオ操作、
ナビゲーションシステム＊、ハンズフリー通話、
ドライ
ビングアシスタンス設定など、多彩なインテリジェンス機能を集約。
指先ひとつで直感的に操作できます。また、Apple CarPlay™、
ミラー
Android Auto 対応スマートフォンをケーブルで接続すると、
スクリーン機能でアプリを表示。マップ、通話、
メッセージ、音楽など、
いつものスマートフォンと同じようにアプリを使用することができます。
＊オプション設定
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※記載の運転支援機能は、
ドライバーの運転支援を目的としているため、機能には限界があり、路面や天候などの条件によっては
作動しない場合があります。機能を過信せずに常に安全運転をお願いします。詳しくはシトロエン正規販売店におたずねください。

ADVANCED DRIVER
ASSISTANCE SYSTEMS
先進の安心と快適を。
いち早く危険を察知して、
万一の事故を回避する。
ドライバーの
ストレスを軽減して、走行時の安全性を高める。
そうしたクルマに
対する大きな安心も、
シトロエンのアドバンストコンフォートに他
なりません。車両の各所に搭載したCCDカメラ、超音波ソナー
などのセンサーが車両周辺の他車や障害物をいち早く検出
（ 先進運転支援
して安全運転を支援するベルランゴのADAS
システム）
は、事故を未然に防止、被害の軽減にも貢献。
さら
にドライバーの疲労軽減に役立ち、
より安全に運転を楽しむ
ことができます。

アクティブセーフティブレーキ
（被害軽減ブレーキ）

ディスタンスアラート

アクティブクルーズコントロール

レーンキープアシスト

ブラインドスポットモニター

インテリジェントハイビーム

約5km/h 以上の走行時に、
車載カメラ

高速道路などでの走行時に、前走車が

走行中に車載カメラが車線を検知し、

超音波センサーが斜め後方のブラインド

フロントウィンドウに設置された車載カ
メラで前 方の状 況を分 析。対 向 車や

前方の車両や障害物を検知し、
ドライ

により、前 走 車との距 離を検知。接近

いない場 合は設 定した速 度を自動で

ウィンカー操作をせずに車線からはみ出

スポット
（死角）
に存在する後続車両を

バーが回避操作を行わない場合に自動

しすぎている場合にはリスクに応じて、

維持。前走車がいる場合は車載カメラ

しそうになると、
自動的にステアリングに

感知。
ドアミラー内にオレンジ色の警告

前方車両を感知した場合は、ハイビー

的にブレーキを作動させる機能です。作

視覚と音声による警告で、
ドライバーに

が前走車の速度と距離を検知し、
アク

反力を生じさせ、
はみ出しを防止します。

灯を点灯させ注意をうながします。

ムとロービームを自動で切り替えて、最

動範囲は約 5〜80km/h 。約 80km/h

注意をうながします。

セル、
ブレーキ、
エンジンブレーキの自動

適な前方視界を確保。他車を眩惑する

以下では停止車両を、約 60km/h 以下

制 御によって適 切な車 間 距 離を保ち

ことなく夜間走行の安全性を高めます。

では歩行者も検知して追突事故などの

ます。前走車が停止した場合には車間

危 険を回 避、あるいは衝 突の被 害を

距 離を保ちながら停 車または減 速し

軽減します。

ます。約 30 〜 180km/h の速 度 域で
作動します。
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※記載の運転支援機能は、
ドライバーの運転支援を目的としているため、機能には限界があり、路面や天候などの条件によっては
作動しない場合があります。機能を過信せずに常に安全運転をお願いします。詳しくはシトロエン正規販売店におたずねください。

トラフィックサインインフォメーション

ドライバーアテンションアラート

コーヒーブレークアラート

バックカメラ
（トップリアビジョン付）

フロント＊/ サイド＊/ バックソナー

スマートキー/ エンジンスタートボタン

エレクトリックパーキングブレーキ

走行中、車載カメラが道路標識の制限

ステアリングやアクセル操作による車

平均速度が約 65km/h 以上での連続

バックする際に車両後方の状況をタッチ

バンパーに内蔵された超音波センサーが

キーを携 帯していれば、
ドアハンドルに

エンジンを停止するとパーキングブレー

ヒルスタートアシスタンス
約3% 以上の勾配の坂道では、
ブレーキ

速度を認識して、
インストルメントパネル

線に対するふらつきを車載カメラが検

運転が2 時間を超えると、
コーヒーカップ

スクリーンに映し出します。距離や角度

障害物との距離を検知し、
タッチスクリー

触れるだけで自動 的 に 施 錠・解 錠 。

キが作動、アクセル操作を感知すると

ペダルから足を離した後も約 2 秒間制
動力を維 持し、坂 道 発 進をアシスト。

に 表 示します。ドライバーはクルーズ

知。
ドライバーの注意力を分析して、居

マークが点灯し警告音とともに休憩を

が認識できるガイドラインと俯瞰映像に

ンにスケール表示。障害物に近づくと、

またセンターコンソールのプッシュボタン

自動で解除します。坂道での駐停車に

コントロール及びスピードリミッターの

眠り防止の警告を発します。高速巡行

うながします。

より、
停車状況が正確に把握できます。

警告表示と警告音で注意をうながします。

でエンジンの始動・停止が行えます。

は勾 配を検 知して制 動力を自動 的に

急な坂道でも安全にスタートすることが

速度設定に、任意で連動させることが

が続くドライブ時に効果的な機能です。

障 害 物に接 近すると自動 的にズーム

＊SHINE BlueHDiに標準装備

調整します。

できます。

できます。また進入禁止も認識します。

アップした俯瞰映像に切り替わります。
また、駐車や出庫、狭い路地を走る時な
どに俯瞰映像を映し出し、
ドライバーの
安全確認をサポートするトップリアビジョ
ンも搭載しています。
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POWER AND
EFFICIENCY
パワフルでクリーン、
しかも優れた経済性。

豊かなトルクと優れた燃費、環境性能を発揮す
る先進のクリーンディーゼル1.5ℓ BlueHDiと、

先進のクリーンディーゼル1.5ℓ BlueHDi

にまとめエンジン本 体 のすぐそばに配 置 。

8 速オートマチック、EAT8＊のコンビネーションが

優れた 燃 費とパワーを両 立させた 高 性 能

排気ガス処理の効率を大幅に向上させるこ

ディーゼルエンジンを搭載。低回転域から湧き

とで高度な環境性能も実現。欧州排出ガス

胸のすくようなドライビングプレジャーを実現。

上がる力強いトルクに加え、高 回 転 域での

規制、EURO 6.3に対応しています。

たとえラゲッジスペースいっぱいに荷物を積んで
いても、軽快な走りを楽しめます。
また、信号待ち

パワフルさとレスポンスの良さもあわせ持って
います。
さらに、酸化触媒、SCR
（ 選択還元触

8 速 AT 、EAT8を採用

媒）
、DPF
（ 微粒子フィルター）
を同一ユニット

軽 量コンパクト化とともに、
シフトバイワイヤ
技術を採用し、定評のあるE AT8（ 8 速エフィ

などで不 要なアイドリングを抑 制するストップ

シェント・オートマチック・トランスミッション）。

＆スタートシステムを搭載。アクセルオフ時に

電 子 制 御 化され向 上したシフトクオリティ、

クラッチを切る、
フリーホイール制御を備えたECO

クロースしたギアレシオが、全速度域にわたり
エンジンのパフォーマンスを最大限に引き出し、

を選択すれば、
さらに燃費向上に貢献します。

ワイドスプレッド化の恩 恵により、
トップギア

＊8速エフィシェント・オートマチック・
トランスミッション

での 高 速クルーズ 時 における燃 費を向 上
させています。

1.5ℓ 直列４気筒DOHCターボディーゼル
最高出力：96kW
（130ps）/ 3,750rpm
最大トルク：300Nm/1,750rpm
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MODELS
BERLINGO SHINE BlueHDi XTR PACK（受注生産）
オレンジアクセントが印象的なエクステリアにグリーン基調のインテリア。
さらに上質な装備が日々を個性的に彩るフラッグシップモデル。
［ SHINE BlueHDi XTR PACK主要装備 ］
■ 専用ファブリックシート
■ 専用カラーダッシュボード
■

XTRバッジ（フロントドア）

■ マッ
トオレンジカラーアクセント
■ フロント/リアバンパーアンダーガードデコレーション
■

17インチアロイホイール

※世界的な半導体不足などの影響により、特にお客様のご注文をいただいてから車両を生産する受注生産モデルにつきましては、
ご納車までに通常以上のお時間を頂戴する場合がございます。
予めご了承ください。
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MODELS

BERLINGO FEEL BlueHDi（受注生産）
独創的なフォルム、広大なラゲッジスペース、爽快な走り。

BERLINGO SHINE BlueHDi

燃費性能にも優れたスタンダードモデル。

収納スペースを備えたマルチパノラミックルーフMODUTOP ®や
ブラックアロイホイールなど、装備を充実させた上級モデル。

※世界的な半導体不足などの影響により、特にお客様のご注文をいただいてから車両を生産する受注生産モデルにつきましては、
ご納車までに通常以上のお時間を頂戴する場合がございます。予めご了承ください。

［ SHINE BlueHDi 主要装備］

［ 全車共通主要装備］

■ 革巻ステアリングホイール
（ステアリングスイッチ付）

■ ブラインドスポットモニター

■ インテリジェントハイビーム

■ フレキシブルラゲッジトレイ

■ 左右独立調整式オートエアコン

■ アクティブセーフティブレーキ
（被害軽減ブレーキ）

■ リアオープニングガラスハッチ

■ 助手席前方可倒式シート/

■ リアサンブラインド /チャイルドウォッチミラー

■ アクティブクルーズコントロール
（ブレーキサポート付）

■ エアバンプ

■ レーンキープアシスト

■ ルーフレール

■ トラフィックサインインフォメーション

■ 後席用エアアウトレット＊

■ バックカメラ
（トップリアビジョン機能付）

■ ハイセンターコンソール

■ リアシーリングボックス
■ マルチパノラミックルーフ：MODUTOP ®（電動メッシュサンシェード付）
■

16インチブラックアロイホイール

［ FEEL BlueHDi装備］
16インチスチールホイール +キャップ

フロントセンターアームレスト

8インチタッチスクリーン
（ Apple CarPlay TM /Android Auto対応）

■

■ リア3 座独立シート /フォールディング
＊FEEL BlueHDiには風量調整機能は装備されません。

● 標準設定 ○受注生産

MODELS

BODY COLORS
ブラン イシ

27

サーブル＊

ディープ ブルー＊

カラーアクセント

ボディカラー

ブラン イシ

サーブル＊

ディープ ブルー＊

FEEL BlueHDi

ホワイト

○

○

ー

SHINE BlueHDi

ホワイト

●

●

●

SHINE BlueHDi XTR PACK

オレンジ

○

○

ー

＊ 特別塗装色（有料オプション）
となります。詳しくは、
シトロエン正規販売店にお問い合わせください。

PHOTO : 欧州仕様車
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CITROËN SERVICE
保証・アフターサービス
A

新車 3 年保証

シトロエンのドライビングプレジャーを心からお愉しみいただくために。

シトロエンにお乗りいただいたその日から、安心をお届けします。

ファイナンスサービス

新車登録日から3 年間、走行距離無制限で万一の車両不具合を修理保証します。

パスポート・プラン

3 年間の塗装保証、12 年間の錆穴保証も含まれる万全のサポートです。

お客様のご希望や、
さまざまなライフスタイルにお応えします。

月々のお支払いが軽くなるファイナンスプラン。
ローン元金の一部を最終回のお支払いまで据え置くことにより、
月々のお支払い金額を軽減するファイナンスプランです。
3 年タイプ（ 37 回払い）、5 年タイプ（ 61 回払い）
をご用意しています。3 年後、5 年後の据置金額は一括払い、売却精算、再ローンから選ぶことができます。

B

延長保証

新車保証とシトロエン・アシスタンスを5 年まで延長できる安心のプログラムです（
。有償オプション）

C

シトロエン・アシスタンス

お出かけ先での万一のトラブルや故障に、24 時間、365日体制で対応。3 年間無償で提供される搭乗車支援サービスです。

■パスポート・プラン

■通常ローン

お支払い金額を軽減
分割払い金額
現場修理

D

メンテナンスプログラム

お車の牽引

修理後の輸送手配

緊急支援サービス

メッセージサービス

分割払い金額

据置金額

保険会社への連絡

定期点検をはじめ交換部品や交換費用までカバーする安心のメンテナンスパッケージプランです。
（ 有償オプション）

月々のお支払い

毎月のお支払い
37 回または
36 回または 60 回目まで 61 回目にお支払い

必要最低限の部品と12ヵ月点検をカバーしたリーズナブルなプランです。

ライトプラン
ベーシックプラン

必要な定期交換部品と12ヵ月点検をカバーした基本プランです。

ロングラン・ロングラン II

4 年目以降の定期交換部品とメンテナンスをカバーしたプランです。最大 7 年目まで加入できます。

ツーステップ・プラン
月々のお支払いが不要なプラン。

新車購入

A

C

新車3 年保証

B

シトロエン・アシスタンス

B

延長保証

延長保証

ライトプラン
D

メンテナンス
プログラム
（有償）

1年

2年

新車 3 年保証

3 年 車検

4年

5 年 車検

6年

7 年 車検

お支払いはご購入時の頭金と、2年後または3年後の1回のみ。
月々のお支払いが不要なプランです。

12ヵ月点検

12ヵ月点検

頭金の金額やお支払い回数など、ご希望にあわせた返済プランを
アレンジいただけます。

サービスローン

ナビゲーション等のアクセサリーのご購入。車検費用や不意のトラブ
ルによる一時的な出費の際にご利用いただけます。

スマイルリース

3 年後に車を返却するだけ。諸費用を月々のお支払額に含めること
で面倒な手続きを省くことができ、お支払いを一本化できるクローズ
ドエンド・リースプログラムです。

オートリース

諸費用を用意することなく、毎月計画的なお支払いでお車をご利
用いただけるリースプランです。

延長保証
（有償）
ご購入時

無償

オートローン

延長保証
（有償）

月々の
お支払い
不要

2年後、3 年後

工賃 ＋
必要最低限の部品

※詳しくはシトロエン正規販売店におたずねいただくか、Webサイトをご覧ください。
ベーシックプラン

ロングラン
ロングラン
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月々のお支払い

据置金額の
お支払い

12ヵ月点検

12ヵ月点検

工賃 ＋
必要な定期交換部品

ロングラン

シトロエンの Web サイトはこちら

ロングラン

工賃 ＋
必要な定期交換部品

www.citroen.co.jp

お問い合わせは

シトロエンコール

シトロエンの最新情報にアクセス

0120-55-4106（9：00 〜19：00 年中無休）

●このカタログの掲載内容は2022 年 7月現在のもので、予告なく変わることがあります。●諸元および装備は改良のため予告なく変わることがあります。●仕様および車体色によって納期が異なる場合があります。
詳しくは、シトロエン正規販売店におたずねください。●掲載写真には欧州仕様車も含まれます。●掲載写真の色は印刷により実際とは異なる場合があります。
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