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モデルの詳 細は
こちらからご覧くだ
さい。

NEW CITROËN
C3 AIRCROSS SUV

WELCOME
FREEDOM!
自由を、乗りこなそう。
より大胆に、より快適に。シトロエンらしい個性を満載したコンパクトSUVが、
さらなる魅力を身につけて生まれ変わりました。
まず目を惹くのが、ほかのどのクルマにも似ていない独創的で精悍なフロントフェイス。
より上質になったインテリアには、抜群の座り心地のアドバンストコンフォートシートを。
そして、高い走破性を生むアドバンストグリップコントロール＊。
コンパクトボディに詰め込んだのは、あらゆる場所を自分らしく楽しむための能力。
だから、好奇心の赴くままにどこまでも。

NEW C3 AIRCROSS SUVと一緒なら、自由が大きく広がります。
＊SHINE パッケージに装備

NEW CITROËN
C3 AIRCROSS SUV
1

PHOTO : 欧州仕様車
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11 KEY POINT
EFFICIENT ENGINE
自由を乗りこなす11のポイント

軽快な走りと良好な燃費を両立した、
シトロエン自慢の1.2ℓ PureTechエンジン

THE COMPACT SUV

GLASS OPENING
PANORAMIC ROOF

取り回しのいいサイズと

圧倒的な開放感と明るさをもたらす

視点の高さが生む視界の良さ

天井一杯の電動ガラスサンルーフ
SHINEパッケージに装備

NEW
DISTINCTIVE DESIGN
新しいファミリーデザインを採用し、
より個性的に精悍になったフロントフェイス

LED HEAD LIGHT
& FOG LAMP
夜間の安全な視界を確保する

COLOUR VARIATION
カーキ グレー、
ボルタイック ブルー、
ルージュ ペッパーが加わった新ボディカラー

FLEXIBLE INTERIOR
ARRANGEMENT
変幻自在なリアシートと
クラストップレベルのラゲッジスペース

新デザインのLEDヘッドライト＆フォグランプ

COMFORT INTERIOR
クラスを超えた座り心地の
アドバンストコンフォートシート

SAFETY AND
DRIVING AIDS
ドライバーのストレスを軽減する
多彩なセーフティ＆ドライバーサポート機能

TOUCH SCREEN

GRIP CONTROL WITH
HILL DESCENT ASSIST

情報と操作機能を集約。指先一つで

悪路走破性を高める

直感的に操作できる7インチタッチスクリーン

先進のトラクションコントロール機能
SHINEパッケージに装備
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PHOTO : 欧州仕様車
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POWER OF

DES
IGN
そのデザインは、毎日のチカラとなる。

人と同じはつまらない。自分らしさをもっと追い求めたい。
クルマだってそうあるべき。C3 AIRCROSS SUVは、
ユニークな個性を放つエクステリアにさらなる磨きをかけました。
斬新なライティングデザインとタフなディテールが織りなす新しいフロントフェイス。
それはどこにもない個性と精悍さで見る人を惹きつけ、乗る人の嬉しさを倍増します。
あなたの毎日にチカラをプラスする新しいデザインです。
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PHOTO : 欧州仕様車
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IMPRESSIVE

CHARACTER
ひと目見たら、忘れられない。
クロームのダブルシェブロンからつながるLEDデイタイムライト＆LEDヘッドライト。
新しいシトロエンファミリーのデザインを纏ったフロントフェイスは、
このクルマのユニークな個性の象徴。
さらに、力強いディテールのグリル、
タフなイメージのスキッドプレートが SUVの力強さをアピールします。
トールスタイルのボディは、
ウィンドウ部のブラックとバイトーンルーフにより
高さを感じさせない躍動感を演出。
洗練された新デザインのアロイホイールが足元を引き締めます。
リアも個性あふれるデザインでまとめられ、

3Dタイプのテールランプは視認性の向上とともに、
走り去る印象を鮮烈に残します。
そのすべてが、
コンパクトSUVの新しい個性を表現しています。
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PHOTO : 欧州仕様車
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COM
FORT
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。
さまざまな視点から
CITROËN ADVANCED COMFORT ® プログラムのもと、
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FILTER

MAKE LIFE

IMPROVE

LIGHTEN

OUT STRESS

ON BOARD EASIER

THE FLOW

THE MENTAL LOAD

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

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。
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PANORAMIC

GLASS
SUNROOF
無限の空を手に入れよう。
C3 AIRCROSS SUVのドライビングを
もっとエキサイティングに、快適にしてくれるのが、
パノラミックサンルーフ＊。
フロントからリアシートの頭上まで、
天井一杯に広がる大きなガラスエリアが
圧倒的な天空の景色と開放感をお届けします。
サンルーフ前半分は開閉できるので、
いつでもフレッシュな外気を取り込めます。
熱や紫外線をカットする特殊ガラスとメッシュタイプの
電動サンシェードにより、一年中いつでも
快適なドライブが楽しめます。
＊SHINEパッケージに装備
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PHOTO : SHINEパッケージ欧州仕様車
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COMFORT SEATS

ADVANCED
13

一度座れば、虜になる心地よさ。
室内空間を快適に仕立てることは、
シトロエンの大切なこだわりのひとつ。
新たに採用したアドバンストコンフォートシートは、
シート生地内側のフォームを、従来の厚さ2mmから

15mmへと大幅にアップ。柔らかさとホールド感のバランスにより、
座ったその瞬間から心地良さを感じていただけます。
特に長時間のドライブではその真価を発揮。
もちろん、
どの座席も大人が十分に寛げるスペースを確保しています。
また、
シックなTEPレザーとファブリックのコンビネーションシートには、
アクセントカラーが施され、洗練された印象を高めています。

PHOTO : 欧州仕様車
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FLEXIBLE

SEATING
シートアレンジに、もっと自由を。
後部座席には、前後スライド/リクライニング機能付きの

60：40 可倒式リアシートを用意。乗員の状況に応じた
快適な使い方とともに、変幻自在なシートアレンジが可能。
シートをすべて一番前にスライドさせれば、
通常 410ℓのラゲッジルームは、最大 520ℓのスペースに
一瞬にして広げられます。また、
リアシートをすべて折りたためば、
最大 1,289ℓのビッグスペースの出来上がり。
さらに助手席のシートバックを前方に折りたためば、
約 2.4mの長尺物を積むことも可能です。
※容量数値はVDA 方式

前方可倒式
助手席シートバック
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前後スライド/リクライニング
リアシート

PHOTO : 欧州仕様車 ※日本仕様は右ハンドルとなります。
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SPACIOUS

BOOT SPACE

余裕のスペースが、イマジネーションを広げる。
リアシートを前方にスライドさせることで生まれるクラス最大級、520ℓのラゲッジルーム。
床面の高さを2 段階に調整できるフロアボードを折りたたんだ
シートバックの高さに合わせれば、段差のない使いやすいスペースを生み出せます。
テールゲートの下部は無塗装のバンパーなので
荷物の出し入れに気をつかう必要もなし。
あなたのイマジネーションを存分に広げてください。
リアシート通常時の
ラゲッジスペース容量

410ℓ
17

リアシート前方スライド時の
ラゲッジスペース容量

520ℓ

リアシート折りたたみ時の
最大ラゲッジスペース容量

※容量数値はVDA 方式

1289ℓ
PHOTO : 欧州仕様車 ※日本仕様は右ハンドルとなります。
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COMFORTABLE

COCKPIT
わかりやすく、直感的に使えること。
シトロエンのアドバンストコンフォートはコクピットのデザインにも表れています。
ドライビングポジション、
スイッチの位置や操作感、
タッチパネルの視認性など細部を磨き込み、
ドライバーへのストレスを最小限に抑えました。
楽しむためのクルマだからこそ基本をしっかりと突き詰める。
シトロエンの本質です。

あらゆる情報にアクセスができる

ラウンジのような心地よさを。

7インチ大型タッチスクリーン。

エクステリアデザインと同じく、
インテリアにもシトロエンの

センターコンソールのタッチスクリーンには、オートエア

センスが光ります。ダッシュボードにはシートと同素材の

コン操作、ハンズフリー通話、
ドライビングアシスタンス

ファブリックをコーディネート。
クロームやグロスブラックの

の設定など、多彩なインテリジェンス機能を集約。わかり

パーツと相まってシックなラウンジのような空間を演出。

やすく洗 練された画 面デザインとクイックな応 答 性に

ドライブに欠かせない音楽も、高音質 HiFiスピーカー＊

より、指先一つで直感的に操作できます。さらに Apple

で楽しむことができます。＊SHINEパッケージに装備

CarPlay TM、Android

Auto 対応スマートフォンをケーブル

接 続するとタッチスクリーンにアプリを表 示するミラー

スマートフォンワイヤレスチャージャー

スクリーン機能を搭載。マップ、通話、
メッセージ、音楽

センターコンソールには、置くだけで充電ができるスマート

など、いつものスマートフォンと同じように操作できます。

フォンワイヤレスチャージャーを装 備 。スマートフォンを
傷つけない素材を採用しています。
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PHOTO : 欧州仕様車 ※日本仕様は右ハンドルとなります。
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GRIP
CONTROL

ADVANCED

4WDにしないという進化。
悪路でも走れることはSUVの魅力の一つ。
しかし、4WDにすると重さや抵抗が増加し、
そのぶん燃費が悪くなってしまいます。
シトロエンのグリップコントロール＊は路面状況に合わせて
トラクションを最適化し、前輪駆動のまま走破性を高めます。

グリップコントロール5モード

さらに急斜面の下り坂でも車体を安定させる
ノーマルモード

ヒルディセントコントロール＊も搭載。悪路走破性も環境性能も

平常の舗装道路で使うモードです。ESC（エレクトロニック・スタ

あきらめない他とは違うソリューションです。

ビリティ・コントロール）
はオン状態。それに伴うトラクションコント
ロールも通常のプログラムで作動します。

＊SHINEパッケージに装備

スノーモード
雪道や凍結路での走行を想定したモードです。ノーマルモードよりも
トルクの伝達を緩やかにして、発進加速をスムースにします。

マッドモード
ぬかるみで駆動輪をあえて空転させ、泥を振り払うことでグリップ
力を回復させます。同時にグリップ力を保っている車輪に最大限
のトルクを伝達するよう制御し、走破性を高めます。

サンドモード
空転し始めた側の駆動輪に強力なブレーキをかけ、少しでも
グリップのある側に駆動力を伝え、砂地に埋もれないようにする
モードです。

オフモード

ESCをオフにするモードです。イグニッションをオフにした場合や、
速度が 50km/h に達すると、自動的にノーマルモードに切り
替わります。

ヒルディセントコントロール
滑りやすい急斜面の下り坂走行をアシストします。5％以上の勾配の下り坂
その間ドライバーは
で、速度が 30km/hを下回った場合にシステムが作動、
ステアリング操作だけに集中できます。
システムの作動中は、低速をキープし、
スリップの危険性を回避します。
※グリップコントロールのスノー/マッド/サンドモードの最適化には適切なタイヤを
お選びいただく必要があります。詳しくはシトロエン正規販売店におたずねください。
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PHOTO : 欧州仕様車
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POWERED BY

EFFICIENCY
大切なのは、走りの質感。
目指したのは、意思と直結したようなドライブフィール。
数字だけでは表せない気持ち良さをPureTechエンジンと
相性のいいトランスミッション、EAT6で結実させました。
パワートレインの設計思想にもシトロエンのアドバンストコンフォートが息づいています。

1.2ℓ PureTech 3気筒ターボエンジン

高効率 6 速オートマチック、EAT6＊

1.2ℓ PureTech 3 気筒ターボエンジン最高出力 96kW

ギヤレシオをハイギヤード化することで同一速度域での

（130ps）/5,500rpm、最大トルク230Nm/1,750rpm。

エンジン回転を下げて燃費や静粛性を向上。
さらにロック

低回転域から湧き上がる力強いトルクにより、パワフルな

アップ領域を拡大し、
トルクコンバーターのスリップロス、

走りを堪能できる定評の高いエンジンです。高圧燃料

ミッション全 体 のフリクションロスも低 減 。また、熟 練

噴 射システムがもたらす極めて高い燃 焼 効 率により、

ドライバーが操作するマニュアルトランスミッションにも

燃 費 性 能にも優れています。また軽 量でコンパクトな

匹敵するほどのエネルギー伝達効率を達成しています。

サイズのため優れた回頭性を生み、
ボディ全体の軽量化

＊6 速エフィシェント・オートマチック・
トランスミッション

にも貢献しています。

ストップ＆スタートシステム
信号待ちなどでエンジンを自動的に停止、再始動する
ストップ＆スタートシステムを装備。不要なアイドリングを
抑制し、燃費向上に大きく貢献しています。また、停車中
でもエアコンの冷却能力を維持したい時などは、
ダッシュ
ボードに備えられた ECOスイッチによって ONとOFFを

1.2ℓ PureTech 3気筒ターボエンジン
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任意に切り替えることができます。
PHOTO : 欧州仕様車
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SAFETY AND
DRIVING AIDS

ドライバーのストレスを軽減することも、
シトロエンのアドバンストコンフォート。

運転は楽しむだけでいい。

先進のドライバーズアシストとセーフティ機能を搭載しました。

SPEED LIMIT
INFORMATION AND
RECOMMENDATION
スピードリミットインフォメーション＆
リコメンデーション

たとえば、縦列駐車の際のステアリング操作やハイビームとロービームの切り替えをクルマが担う。

※各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。

クルマが危険を察知して万一の事故を回避する。

ACTIVE
SAFETY BRAKE
アクティブセーフティブレーキ
（被害軽減ブレーキ）

INTERLLIGENT
BEAM HEADLIGHTS

LANE DEPARTURE
WARNING SYSTEM

PARK ASSIST

BLIND SPOT
MONITORING
SYSTEM

KEYLESS
ENTRY AND
START

HILL START ASSIST

インテリジェントハイビーム

レーンデパーチャーウォーニング/
ドライバーアテンションアラート

パークアシスト

ブラインドスポットモニター

車庫入れや縦列駐車の際に、駐車可能な

斜め後方のブラインドスポット
（死角）に

スマートキー/
エンジンスタートボタン

ヒルスタートアシスタンス

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。対向車や前方車

走 行 中に車 載カメラが 車 線を検 知し、

スペースを検知し、
ステアリング操作を自動

存在する後続車両を超音波センサーが

キーを携帯していれば、
ドアハンドルに触

ブレーキペダルから足を離しても約 2 秒間

3％以上の勾配のある坂道で発進する際、

走行中、車載カメラが道路標識の制限速

前方の車両や障害物を検知し、
ドライバー

度を認識して、
インストルメントパネルに表

が 回 避 操 作を行わない場 合に自動 的

両を感知した場合は、ハイビームとロー

ウィンカー操作をせずに車線からはみ出し

で行います。
ドライバーは、
シフトチェンジと

感知。
ドアミラー内にオレンジ色の警告灯

れるだけで自動的に解錠。
さらにセンター

ブレーキの作動状態を維持。アクセルに

示します。
ドライバーはクルーズコントロール

にブレーキを作動させる機能です。作動

ビームを自動で切り替えて、最適な前方

そうになると、
インジケーターと音で警告を

アクセル・ブレーキ操作だけで駐車でき、

を点灯させます。

コンソール上のプッシュボタンでエンジンを

踏み替える前にクルマが動き出すことを

及びスピードリミッターの速度設定に、
任意

範囲は約 5〜80km/h。約 80km/h 以下

視 界を確 保 。他 車を眩 惑することなく

発します。
また、
クルマのふらつきを検出して

運転操作の負担が軽減されます。

スタートできます。

防止して、
スムースな発進をサポートします。

で連動させることができます。

では停止車両を、約 60 km/ h 以下では

夜間走行の安全性を高めます。

居眠り運転を警告します。

※運転する方は常に十分な安全確認を
行い、状況に応じて駐車プロセスを中断
するなどの判断が必要です。

歩行者も検知して追突事故などの危険を
回避、
あるいは衝突の被害を軽減します。
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PHOTO : 欧州仕様車
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MODELS

BODY COLOURS

C3 AIRCROSS SUV SHINE
コンパクトなボディに、快適さ、実用性、

EQUIPMENT〈主要装備〉

さらにシトロエンならでの個性を詰め込んだユニークなSUV。
●ヒルスタートアシスタンス

●パークアシスト

●バックカメラ
（トップリアビジョン機能付） ● 7インチタッチスクリーン
（FM・AMラジオ/USB/Bluetooth ®/
●アクティブセーフティブレーキ
Apple CarPlay™/Android Auto）
（被害軽減ブレーキ）
●ブラインドスポットモニター

●バイトーンルーフ

●インテリジェントハイビーム

●運転席センターアームレスト

●スピードリミットインフォメーション＆
リコメンデーション

●前方可倒式助手席シートバック

●ドライバーアテンションアラート

カーキ グレー

ボルタイック ブルー

ルージュ ペッパー

グリプラチナム

●リアシート前後スライド/
リクライニング/リアセンターアームレスト

● LEDヘッドライト

● 2ポジションラゲッジフロアボード

●フロントフォグランプ
（ LED 、
コーナリングランプ機能付）

●自動防眩式ルームミラー

●デイタイムランニングライト
（ LED）

●スマートフォンワイヤレスチャージャー

●ルーフレール

● 16インチアロイホイール
（205/60 R16 ）

●スマートキー/エンジンスタートボタン

ブラン バンキーズ

●後席ロールアップサンシェード

●標準設定
カラー

車種

C3 AIRCROSS SUV SHINE PACKAGE

シート

パノラミックサンルーフ、HiFiスピーカー、
グリップコントロールなど、
快適性と走破性を高める装備をパッケージしたモデル。

EQUIPMENT〈 SHINE PACKAGE専用装備〉

ボディカラー

ブラン バンキーズ

カーキ グレー＊

グリ プラチナム＊

ボルタイック ブルー＊

ルージュ ペッパー＊

ルーフカラー

ノアール ペルラネラ

ブラン オパール

ノアール ペルラネラ

ブラン オパール

ノアール ペルラネラ

カラーパック

ブラック

ホワイト

ブラック

ホワイト

ブラック

SHINE

TEPレザー/ファブリック

●

●

●

●

●

SHINE パッケージ

TEPレザー/ファブリック

●

●

●

●

●

＊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。

●パノラミックサンルーフ
（電動メッシュサンシェード付）
●HiFiスピーカー
●グリップコントロール
（ヒルディセントコントロール付）
●17インチアロイホイール
（ 215/50 R17 ）
●マッド＆スノータイヤ
（スノーフレークマーク付）

COLOUR PACKS

ホワイト
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（ドアミラー/フロントスキッドプレート部のアクセントカラー）

ブラック

BI-TONE ROOF COLOURS &
REAR QUARTER PANEL STICKER

ブラン オパール

ノアール ペルラネラ
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。

PSAパスポート

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。

■ PSA パスポート

■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

据置金額

分割払い金額

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）

毎月のお支払い

36回または60回目まで

37回または
61回目にお支払い

月々のお支払い

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。

PSA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

新車3年保証

B

延長保証

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。

シトロエン・アシスタンス

B

延長保証

ライトプラン

無償

12ヵ月点検

PSAオートローン

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。

PSA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。

PSA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。

PSA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
C

月々のお支払い

据置金額の
お支払い

延長保証
（有償）

12ヵ月点検

工賃 ＋
必要最低限の部品

12ヵ月点検

工賃 ＋
必要な定期交換部品

月々の
お支払い
不要

2年後、3年後

※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。
D

メンテナンス
プログラム
（有償）

ベーシックプラン

ロングラン
ロングラン
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12ヵ月点検

ロングラン

ロングラン

シトロエンの Web サイトはこちら

お問い合わせは

www.citroen.co.jp

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）

工賃 ＋
必要な定期交換部品
●このカタログの掲載内容は2022 年 1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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