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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。



人生に、C3という新しい彩りを。

ユニークなデザインとシトロエンならではの快適さで、

乗る人の個性を彩り豊かに輝かせる。それがシトロエン C3です。

新しいLEDヘッドライトが印象的なダイナミックなフロントフェイス。

サイドのエアバンプは、さらに目を惹くアイコンに。

ボディカラーには新色のスプリング ブルーと

ルージュ エリクシール、ルーフカラーにエメラルドを加え、

コーディネートの楽しさも広がりました。

また、自慢のアドバンストコンフォートシート＊や

数々のドライバーアシスト機能で、

心地良さも進化。C3からはじまるのは、

あなたの人生の新しいストーリーです。

＊SHINE エメラルドインテリアに標準装備

CITROËN C3
LIFE IS
MORE BEAUTIFUL
IN COLOUR
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NEW ADVANTAGES 
KEY POINTS

NEW FRONT  
DESIGN
切れ長のLEDデイタイムライトと新採用の
LEDヘッドライトが印象的なフロントフェイス

CONNECTIVITY 
スマートフォンアプリを表示できる
ミラースクリーンを搭載

A 300L  
LUGGAGE
趣味の道具も余裕で積める
容量300ℓのラゲッジスペース

SAFETY AND 
DRIVING AID SYSTEMS
安全で安心な走りを支える
多彩なドライバーサポート機能

EFFICIENT
ENGINE
トルクフルで燃費性能に優れた
1.2ℓ PureTech 3気筒ターボエンジン

SPACIOUS 
COMPACT 3.995M
全長3.995mのコンパクトボディに
大人がくつろげる空間を実現

PROTECTION  
IMPACT
目を惹くサイドビューを生み、衝撃へのプロテクション効果も
発揮する新デザインのエアバンプ

COLOUR  
PACKS
エアバンプのカプセルとフォグランプトリムは
カラーパックで同色コーディネート

ADVANCED 
COMFORT SEATS
身体を包み込むような座り心地をもたらす
アドバンストコンフォートシート
※SHINE エメラルドインテリアに標準装備

シトロエン C3、キーポイント
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NEW 
FRONT  
DESIGN
新世代のシトロエンを象徴する、
精悍な顔つき。

自分の感性を大切にしながら、暮らしを自由に楽しむ。

そんなあなたの心をとらえるのが、C3のフロントフェイス。

切れ長でシャープなLEDデイタイムライトと新採用の

LEDヘッドライトから成るユニークなライティングデザイン。

フロントグリルのダブルシェブロンから

左右に向かって力強く伸びる美しいクロームライン。

そして、アクセントカラーを配したフォグランプトリム。

ダイナミックなのに、スタイリッシュで、ファッショナブル。

C3の新しい顔はいくつもの魅力にあふれています。
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PROTECTION 
IMPACT 
ボディを守るエアバンプは、他にはない個性を放つ。

コンパクトでありながら、SUVを思わせる力強いフォルム。

C3の個性的なデザインをさらに際立たせているのが、

ボディサイドの画期的なエアバンプです。

軽い接触からボディを守るプロテクション機能とともに、

C3の存在を一瞬で印象づけるキーアイテムとなっています。

エアバンプのカプセルとフォグランプトリムは、

カラーパックで同じアクセントカラーに。

コーディネートにもしっかりこだわっています。
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個性を強調するバイトーンルーフや先進的な造形の16インチアロイホイール。
洗練された街並みにも映える上質さが、プレミアムモデルSHINEの魅力です。

C3 SHINE
9 10PHOTO : SHINE 欧州仕様車



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。

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 
OUT STRESS

ストレスを感じない

IMPROVE
THE FLOW

操作もわかりやすく

MAKE LIFE
ON BOARD EASIER

居心地のいい空間

LIGHTEN
THE MENTAL LOAD

心はいつも軽やか
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つくりがいいから、心地良さが違う。

リビングルームのような居心地の良さをもたらすのは、

さらに進化したアドバンストコンフォートシート＊です。

キルティング加工が施された幅広のクッションは、

スポンジ厚を2mmから15mmへと大幅にアップ。

独自のシート構造による柔らかな座り心地はじつに贅沢。

また運転席側にはセンターアームレスト＊も備え、

日々の街乗りも、ロングドライブも快適。

一度乗ったら忘れられなくなる心地よさです。
＊SHINE エメラルドインテリアに標準装備
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エメラルドインテリア ダッシュボードトリム スタンダードインテリア ダッシュボードトリム

SPACIOUS  
COMPACT
 3.995M
ボディは小さいけど、くつろぎは大きい。

C3は全長3.995mと都市にぴったりのコンパクトなボディ。でもドアを開ければ、

そこには外観からは想像できないゆとりの空間が広がっています。

前後席ともに十分なニースペースを確保。家族や友人、乗る人すべてが

C3の軽快な走りをゆったりくつろぎながら満喫できます。

インテリアトリムは、シックな「スタンダード」と、鮮やかなエメラルドの

アクセントカラーをコーディネートした「エメラルド」の2タイプを用意。

旅行鞄をモチーフにしたドアストラップなど、デザインも個性的です。
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つながる。いくつもの新しい楽しさと。

わかりやすく、使いやすい、C3のコックピット。

その機能性を象徴するのが7インチタッチスクリーン。

さまざまな機能操作が指先ひとつで直感的に行えます。

また、ミラースクリーンも搭載。

Apple CarPlayTM、Android Auto対応

スマートフォンをケーブル接続するだけで、

タッチスクリーンにアプリを表示。マップ、通話、メッセージ、

ミュージックなどの機能をシームレスに楽しめます。
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A 300L
 LUGGAGE
趣味とか、旅とか、ショッピングとか。

平日も休日も、やりたいことがいっぱいある。

あなたの好奇心や行動力に応えるために、

C3は容量300ℓのラゲッジスペースを確保しました。

さらに、6：4分割可倒式のリアシートを活用すれば

趣味の道具やスーツケースだって余裕で積み込めます。

また室内にも、大きめのグローブボックスや

スマートフォンなどを置くのに便利なセンターコンソールの

収納スペースなど、使い勝手を考えてデザインされた

気のきいた収納が用意されています。
※容量数値はVDA方式

19 20 PHOTO :欧州仕様車



TECH
 NOLOGY

このクルマには、心を解き放つ技術がある。

どこまでも気持ちのいい走りを、いつも安心して楽しめること。そのためにC3は、

走行性能を高めるとともに、ドライバーの負担を軽減する先進のアシスト機能や

高度な安全性能を身につけました。単に数字に表れる部分だけでなく、

乗る人が感じることを最優先に磨き上げる。それがシトロエンのテクノロジーです。
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SAFETY
AND DRIVING 
AID SYSTEMS

※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。

きめ細かくサポートしてくれるから、
安心してドライブを楽しめる。

街中の狭い場所や視界の悪い夜道、高速道路など、

さまざまなシーンでストレスを感じさせない安心な走りを実現したい。

そのため、C3は危険回避、被害軽減のための自動ブレーキである

アクティブセーフティブレーキや、危険を検知してドライバーに注意を喚起する

先進のセーフティ装備、さらにはハイビームとロービームを自動で切り替えて

夜間走行の安全性を高めるインテリジェントハイビームなど、

ドライバーをサポートするための先進機能を搭載しています。

フロントソナー＊/バックソナー
バンパーに内蔵された超音波センサーが障害物

との距離を検知し、タッチスクリーンにスケール表示。

障害物に近づくと、警告表示と警告音で注意を

うながします。
＊SHINEに標準装備

ブラインドスポットモニター＊

超音波センサーが斜め後方のブラインドスポット

（死角）に存在する後続車両を感知。ドアミラー内に

オレンジ色の警告灯を点灯させ注意をうながします。
＊SHINEに標準装備

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
走行中に車載カメラが車線を検知し、ウィンカー

操作をせずに車線からはみ出しそうになると、インジ

ケーターと音で警告を発します。また、クルマのふら

つきを検出して居眠り運転を警告します。

コーヒーブレークアラート
平均速度が約65km/h以上での連続運転が2時間

を超えると、コーヒーカップマークが点灯し警告音と

ともに休憩をうながします。
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スピードリミットインフォメーション
走行中、車載カメラが道路標識の制限速度を認識

して、インストルメントパネルに表示します。ドライバー

はクルーズコントロール及びスピードリミッターの速度

設定に、任意で連動させることができます。

アクティブセーフティブレーキ
（被害軽減ブレーキ）
前方の車両や障害物を検知し、ドライバーが回避

操作を行わない場合に自動的にブレーキを作動させる

機能です。作動範囲は約5～80km/h。約80km/h

以下では停止車両を、約60km/h以下では歩行者

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。

インテリジェントハイビーム
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。対向車や前方車両を感知した場合は、

ハイビームとロービームを自動で切り替えて、最適な

前方視界を確保。他車を眩惑することなく夜間走行

の安全性を高めます。

バックカメラ＊

バックする際に車両後方の状況をタッチスクリーンに

映し出します。距離や角度が認識できるガイドライン

により、停車状況が正確に把握できます。
＊SHINEに標準装備

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。急な坂道でも安全にスタートすることが

できます。

クルーズコントロール/
スピードリミッター
高速道路などで、設定速度を維持して走行するクルー

ズコントロール。一定速度以上のスピードを出せない

ようにするスピードリミッターも装備しています。

SAFETY
AND DRIVING AID SYSTEMS

※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。
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この気持ち良さが、たまらない。

アクセルを踏むたび、心が沸き立つ。C3ならではの軽やかな

走りをもたらすのが、定評の高いPureTechエンジンと6速AT、EAT6＊です。

1.2ℓ PureTech 3気筒ターボエンジンは、

小排気量ながら1,500rpmという低回転域から力強いトルクを発生。

効率性に優れスムースな加速性能を生むEAT6とともに、

爽快なドライブフィールを満喫させてくれます。

さらに、エンジンマネージメントの最適化により燃費を向上。

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＆スタートシステムと相まって、優れた燃費性能を実現しています。
＊ 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

EFFICIENT 
ENGINE

1.2ℓ PureTech 直列3気筒DOHCターボ EAT6

※燃料消費率は定められた試験条件の値です。お客様の使用環境
（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて
燃料消費率は異なります。

21.0km/ℓ

 17.2km/ℓ

燃料消費率

 （ JC08モード）

 （WLTCモード）
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■ FEEL主要装備

　　　＋　　　

■フロントソナー
■バックカメラ
■ブラインドスポットモニター
■革巻ステアリングホイール
■バイトーンルーフ
■アドバンストコンフォートシート＊

■運転席センターアームレスト＊

ホイール：16インチアロイホイール

＊エメラルドインテリアに装備

主要装備 主要装備

■アクティブセーフティブレーキ（被害軽減ブレーキ）
■クルーズコントロール/スピードリミッター
■スピードリミットインフォメーション
■ドライバーアテンションアラート
■レーンデパーチャーウォーニング
■ LEDヘッドライト（LEDデイタイムライト付）
■インテリジェントハイビーム
■バックソナー
■エアバンプ
■スーパーティンテッドガラス（リアサイド/リア）
■ステアリングスイッチ
■ 7インチタッチスクリーン（Apple CarPlayTM/Android Auto）
■オートエアコン
■スマートキー/エンジンスタートボタン

ホイール：16インチスチールホイール＋キャップ

C3 SHINEC3 FEEL
新世代シトロエンを象徴するダイナミックなデザイン。
気持ちの良い走りと心地良さを身につけた
スタンダードモデル。

バイトーンルーフ、16インチアロイホイール、
先進のドライバーサポート機能を装備した
プレミアムモデル。

スタンダードインテリア（ファブリックシート） エメラルドインテリア（ファブリックシート）スタンダードインテリア（ファブリックシート）
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ブラン バンキーズ サーブル＊ スプリング ブルー＊ ルージュ エリクシール＊

C3
FEEL

ルーフカラー ボディ同色 ボディ同色 ボディ同色 ボディ同色

カラーパック エメラルド ブラン ブラン ブラン

ドアミラー ノアール オニキス ノアール オニキス ノアール オニキス ノアール オニキス

スタンダードインテリア ● ● ● ●

C3
SHINE

ルーフカラー ルージュ アデン エメラルド ブラン オパール ノアール オニキス ノアール オニキス

カラーパック ルージュ アデン エメラルド ブラン ブラン ブラン

ドアミラー ルージュ アデン エメラルド ブラン バンキーズ ノアール オニキス ノアール オニキス

スタンダードインテリア ● ー ● ー ●

エメラルドインテリア ー ● ー ● ー

●標準設定  
COLOUR COMBINATION

ボディカラー

モデル

COLOUR PACKS

ルージュ エリクシール

サーブルブラン バンキーズ

ブラン オパール ルージュ アデン

ノアール オニキスエメラルド

（フォグランプトリム /エアバンプアクセント）

スタンダードインテリア エメラルドインテリア

スプリング ブルー

INTERIOR AMBIANCES

BI-TONE ROOF COLOURS

BODY COLOURS 

＊ 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。

ルージュ アデン エメラルド ブラン
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ライトプラン

ベーシックプラン

ロングラン・ロングラン IIII

A

C

B

B

D

A

B

C

D

CITROËN SERVICE 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。

保証・アフターサービス 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。
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。

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。 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。

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）

※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。

新車3年保証

延長保証

新車3年保証 延長保証

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）

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。
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。
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。

メンテナンスプログラム

新車3年保証

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。シトロエン・アシスタンス

現場修理 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 保険会社への連絡

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。

PSAパスポート
月々のお支払いが軽くなるファイナンスプラン。

お支払い金額を軽減

月々のお支払い 据置金額の
お支払い

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

分割払い金額 据置金額

月々のお支払い

分割払い金額

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。

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オートローン

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スマイルリース

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サービスローン

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。

PSAオートリース

PSAツーステップ・プラン
月々のお支払いが不要なプラン。

ご購入時 2年後、3年後
月々の
お支払い
不要

工賃＋ 
必要な定期交換部品

工賃＋ 
必要な定期交換部品

工賃＋ 
必要最低限の部品

メンテナンス
プログラム
（有償）

ライトプラン

ベーシックプラン

ロングラン
ロングラン

ロングランロングラン 

シトロエン・アシスタンス 延長保証 延長保証（有償）

延長保証（有償）

12ヵ月点検 12ヵ月点検

12ヵ月点検 12ヵ月点検

新車購入 1年 2年 4年 6年3年 車検 5年 車検 7年 車検

無償

■PSAパスポート ■通常ローン

●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。

www.citroen.co.jp
シトロエンのWebサイトはこちら お問い合わせは シトロエンの最新情報にアクセス

シトロエンコール　　0120-55-4106（9：00～19：00 年中無休）

33 34


