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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NEW CITROËN C5 AIRCROSS SUV
PLUG-IN HYBRID, PETROL OR DIESEL

DISCOVER
NEW UNIQUE
WORLD
こだわりの世界を、走破しよう。
常に自分の感性にこだわり、ありきたりではない道を選ぶ。
そんな人にこそふさわしい SUVがあります。
新しい未来を示すかのように、大胆に生まれ変わったフロントフェイス。
アドバンストコンフォートシートやシトロエン独自のサスペンションによる極上の乗り心地。
プラグインハイブリッド、ガソリン、ディーゼルから選べる3 つのパワートレイン。

SUVならではの高い走破性と、安心を生む先進運転支援機能。
すべては、自分らしい景色と出会い、自分らしい道を走るために。
さあ、出かけよう。揺るぎない個性を纏うSUVとあなたのこだわりの世界へ。

NEW CITROËN C5 AIRCROSS SUV
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TEN KEY
ADVANTAGES
10 の魅力
DYNAMIC DESIGN

SUPERIOR USABILITY

力強さと個性の融合から生まれた

余裕のラゲッジスペースと

新しいデザイン

便利なハンズフリー電動テールゲート

3 POWERTRAIN TYPES

CITROËN ADVANCED
COMFORT ® SUSPENSION

プラグインハイブリッド、
ガソリンエンジン、
ディーゼルエンジンという3つの選択肢

極上の乗り心地をもたらす
シトロエン独自のサスペンション

GRIP CONTROL

INTUITIVE INTERFACES

優れた走破性で行動力を支えるグリップコントロール＊

直感操作を可能にする

＊SHINE PACK PLUG-IN HYBRIDを除く

機能的なコックピット

ADVANCED COMFORT SEATS
独自のシート構造が生む

ADVANCED DRIVER
ASSISTANCE SYSTEM

ラウンジのソファのような座り心地

心からの安心をもたらす
先進運転支援システム

3 FULL-SIZE REAR SEATS

COLOUR COMBINATION

大人がゆったりくつろげる

4 色のボディカラー、バイトーンルーフ＊、

リア3 席独立シート

2 色のカラーパックによるカラーコンビネーション
＊ボディカラー ブラン バンキーズ（受注生産）
には設定されません。
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DYNAMIC
STYLE
オーラを放つ、個性溢れるSUVスタイル。
NEW C5 AIRCROSS SUVの新しいスタイルは、SUVらしい堂々としたフォルムと
シトロエンならではのユニークな個性を融合させることで生まれました。
ボリュームのあるフロントフェイスを彩る先進的なグリルデザイン。
ダイナミックな走りを予感させる立体造形のアンダーグリル、
下部のクロームパーツ。
フロントサイドのエアスクープとサイドのエアバンプには、
アクセントカラーを設定。ダイヤモンドカットを施した大径ホイールは、
力感あふれるマッシブなシルエットに高品位な印象を加えています。
ブラックのルーフレールと一体化するようなノアール ペルラネラの
バイトーンルーフ＊は、
フォルムを精悍に引き締めています。
＊ボディカラー ブラン バンキーズ（受注生産）
には設定されません。
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FUTURISTIC
DESIGN
視線を惹きつける、新しいフロントデザイン。
NEW C5 AIRCROSS SUVのフロントフェイスは、
シトロエンの
デザインアイデンティティを踏襲しながら、新しい個性を身につけました。
中央には堂々とした独立タイプのダブルシェブロン、
左右にはアレンジされたV 字型シグネチャーライト。それらを繋ぐのは、
ピアノの鍵盤を思わせる縦型のクロームが連なる2 本のライン。
ボリュームのあるフロントフェイスに、独特なリズムを刻み、
先進的な印象を醸しだしています。また、LEDテールランプにも
新しいデザインが施され、3D 効果を際立たせています。
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PLUG-IN

HYBRID
美しい未来を見据えた、新感覚のパフォーマンス。
静けさも、快適さも、環境性能も。すべてに妥協することなく、
ハイパフォーマンスを発揮する、
プラグインハイブリッドシステム。
電動モーターと1.6ℓ PureTechガソリンターボエンジンを走行状況に応じて
適切に組み合わせることで、新しいドライビングプレジャーを実現します。
日々のドライブには電動モーターのみのEV 走行を。ゼロエミッションでありながら、
アクセルを踏んだ瞬間から立ち上がるトルクによる加速性能と、
極めて静かで振動の少ない走りを堪能することができます。
休日は、
エンジンとモーターを活用する高効率なハイブリッド走行で、
充電を気にすることなく快適なロングドライブを満喫できます。

PLUG-IN HYBRID
システム合計最高出力
（フランス本社公表値）

225ps

9

システム合計最大トルク
（フランス本社公表値）

360Nm
PHOTO : SHINE PACK PLUG-IN HYBRID 欧州仕様車
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PLUG-IN HYBRID

SYSTEM
プラグインハイブリッドシステム

エレクトリックパーキングブレーキも装備しています。

このシステムは、最高出力 133kW（ 18 0ps ）/6,000

＊8速エレクトリック・エフィシェント・オートマチック・
トランスミッション

rpm 、最大トルク300Nm/3,000rpmの1.6ℓPureTech
ガソリンターボエンジンと、
フロントアクスルに搭載した、

3つの走りを選択できるドライブモード

最高出力81kW（ 110ps ）
、最大トルク320Nmの高効

■エレクトリックモード：電動モーターで走行するゼロ

■ 充電時間の目安＊1
コンセントタイプ普通充電器
（ 200V 3kW ）

満充電
約5時間

ウォールボックスタイプ普通充電器
（ 200V 6kW/3kW ）

満充電
約2.5時間＊2

率 電 動モーターによって駆 動 。走 行 状 況に応じて

エミッションモード。EVならではの静かで振動の少ない

エンジンとモーターの駆動力を適切に組み合わせ、低

走りが楽しめます。最高速度は135km/hです。

速域から高速域まで優れた運動性能を効率的に発揮

■ハイブリッドモード：エンジンとモーターを活用しな

します。モーターを動かすリチウムイオンバッテリーは

がら、総合的に効率を高める走行モードです。

大容量の 13.2kW/hで、200V 普通充電器での外部

■スポーツモード：主にエンジンを動力源としながら、状

スマートフォンに無 料の MYCITROËN

充電に対応。バッテリーには、6 年 10 万 km の保証が

況に応じてモーターのパワーも活用し高出力を引き出す

アプリをダウンロードし、車両と連携する

モード。アクセルペダル、
ステアリングのレスポンス、

ことで2つの機能が使用できます。

付帯します。

＊1 充電時間は、充電設備の種類や出力、外気温、バッテリー温度などに
より変動します。＊2 6kW の場合

eリモートコントロール

ギアシフトのタイミングを調整し、ダイナミックな走りを
可能にします。

リモートチャージング
■充電状況の確認：充電オン/オフ、
充電％、
充電速度、

電動対応型8速オートマチック、e-EAT8＊

回生ブレーキシステム

走行可能距離、満充電までの残り時間をスマートフォン

減速時の運動エネルギーでバッテリーを充電、残量を

で確認できます。

回復する回生ブレーキシステムを採用。ガソリン車の

■ 充電予約：遠隔操作で充電を一時中断し、
設定した

エンジンブレーキと同様なフィーリングのDモードと、
より

時間に再開させることが可能。電気料金の安い夜間に

強いエンジンブレーキの感覚で効率的に充電できる

充電を開始したい場合などに活用できます。

Bモードが選択できます。

プリコンディショニング

エンジン＆電動モーターの強力な出力に対応するため

11

に、
プラグインハイブリッド専用の電動対応型 8 速 AT、

リチウムイオンバッテリーの充電

＊を搭載しました。
トルクコンバーターに代わる

e-EAT8

200V 普通充電器のプラグを差し込むだけで快適に

車内を快適な温度にすることができる機能。
「すぐに

湿式多板クラッチが小型化を実現。エンジンとモーター

充電が可能です。付属の電源ケーブルを使用するコン

エアコンを作動させる」
「 曜日・時間を指定してエアコン

のスムーズな動力伝達や切り替えを行い、
あらゆる速

セントタイプや、壁掛け型のウォールボックスタイプに

を作動させる」の2 通りの操作ができます。

度域で滑らかな走りをもたらします。また、新たに指先

対応します。

の軽いタッチで操 作できるシフトセレクターを採 用 。

※ご自宅への充電器設置には別途工事が必要です。詳しくはシトロエン正規

遠 隔 操 作で車 両 のエアコンを作 動させ、
あらかじめ

販売店におたずねください。

PHOTO : SHINE PACK PLUG-IN HYBRID 欧州仕様車
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PETROL AND DIESEL

ENGINES
ライフスタイルで、選べるパワートレイン。
C5 AIRCROSS SUVには、2つのエンジンを用意しました。

日々、安定したドライビングプレジャーを求める方には、低速域から高速域まで
爽快なフィールを発揮する1.6ℓPureTechガソリンターボ。
旅を愛し休日にはロングドライブに出かけるという方には、
力強いトルクと優れた燃費を両立させた2.0ℓBlueHDiクリーンディーゼル。
ライフスタイルや好みによって、走りを自由に選ぶことができます。

PETROL ENGINE

1.6ℓ PureTech ガソリンターボ

最高出力

最大トルク

133kW 180ps 250Nm
（

）

/5,500rpm

/1,650rpm

DIESEL ENGINE

2.0ℓ BlueHDi ディーゼルターボ

最高出力

最大トルク

130kW 177ps 400Nm
（

/3,750rpm

13

）

/2,000rpm

PHOTO : SHINE PACK BlueHDi 欧州仕様車
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PETROL AND DIESEL ENGINES

PERFORMANCE

1.6ℓPureTechガソリンターボエンジン＊1

2.0ℓ BlueHDiクリーンディーゼルエンジン＊3

8速オートマチック、EAT8＊4

伸びやかで爽快なドライブフィールをもたらす、定評の

数々の 革 新 的なクリーンテクノロジーを採 用した

ふたつのエンジンには、
シフトバイワイヤ技 術を採 用

高い 1.6ℓツインスクロールターボエンジン。軽量コン

BlueHDiディーゼルエンジン。最高出力130kW（177ps）

した 8 速オートマチックトランスミッション、EAT8を採用。

パクトで、優れた燃費性能を実現しながら、自然吸気

/3,750rpm 、最大トルク400Nm/2,000rpm 。特に

電子制御による高いシフトクオリティ、
ワイドでクロース

2.0ℓクラスのエンジンを凌ぐパワーとトルクを誇ります。

低 回 転 域から立ち上がり、広い回 転 域で持 続する

したギアレシオが、全速度域に渡りエンジンのパフォー

燃料を直接シリンダー内に噴射し燃焼効率を高める

力強いトルクは、胸のすくような加速性能を実現。ダイ

マンスを最 大 限に引き出します。また、車 両 重 量 の

ダイレクトインジェクション、広 い 回 転 域で効 率 の

ナミックなドライビングプレジャーをもたらします。高度

増 加を防ぐため、
ギアおよびオイルポンプの小 型 化

良い過給を行うツインスクロールターボチャージャーな

なクリーン性能を実現するのは、排気系統に組み込ま

など軽量・コンパクト化を徹底し、
燃費の向上に貢献。

ど、数々の先進テクノロジーを採用。最高出力133kW

れた酸化触媒、SCR（選択還元触媒）
、DPF（ 微 粒 子

アクセルオフ時にクラッチを切るフリーホイール制御

（180ps ）
/5,500rpm、最大トルク250Nm/1,650rpm

フィルター）
で構成されたシステムで、排出ガスに含ま

を備えたECOモードを選択すれば、
さらに優れた燃費

を発 揮します。また、ガソリン専 用 微 粒 子フィルター

れる有害物質を効果的に除去します。同レベルの性

をもたらします。
また、新たに指先の軽いタッチで操作

GPF＊2を採用し、クリーン性能も向上させています。

能のガソリンエンジンに比べ CO 2 排出量 、燃 費にも

できるシフトセレクターを採用。エレクトリックパーキング

優れ、高い環境性能を誇ります。

ブレーキも装備しています。

＊3 SHINE PACK BlueHDi 、SHINE BlueHDiに搭載

＊4 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

＊1 SHINEに搭載 ＊2 ガソリン・パティキュレート・フィルター

1.6ℓ直列4気筒
DOHCガソリンターボ
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2.0ℓ直列4気筒DOHC
ディーゼルターボ

16

ADVANCED
GRIP CONTROL

グリップコントロールのモード

スノーモード

シトロエンらしく、かしこく悪路を走破する。
まだ見ぬ風景と出会いたい。
そんな好奇心に応えるのがシトロエンのグリップコントロール＊。
車重がかさみ、室内空間に影響が出る4WDではなく、
トラクションを制御することで、悪路走破性を高めるスマートなシステムです。
雪道やぬかるみ、砂地など路面状況に応じて
モードを切り替え、走行安定性を保ちます。
急斜面の下り坂でも安定した走行をもたらす
ヒルディセントコントロール＊も装備しています。
＊SHINE PACK PLUG-IN HYBRIDを除く
※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。

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
左 右の駆 動 輪をある程 度 同 時に空 転させて、
砂地に埋もれないようにするモードです。

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するシステムです。急坂
を下る際にシステムを作動させると、安全な低速を自動で保持し、
スリップなどの危険性を回避します。
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WELL-BEING
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

LIGHTEN

SIMPLE

ストレスを感じない

居心地のいい空間

心はいつも軽やか

操作もわかりやすく

OUT STRESS
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ON BOARD EASIER

THE MENTAL LOAD

TO USE
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THE COCOON
EFFECT
繭に包まれるような心地よさ。
モダンファニチャーに着想を得て磨き上げた新しいインテリアデザイン。
この洗練された空間で、
あなたが味わうのは、
まるで繭の中に包み込まれているような安心感と心地よさです。
極上の座り心地のアドバンストコンフォートシート、
騒音を最小限に抑える2 重ラミネート構造のフロントサイドガラス。
さらに、室内の空気を清浄に保つエアクオリティシステムも装備。
あらゆる視点から快適さを追求した空間です。
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EXCEPTIONAL

INTERIOR SPACE
上質な快適さを追求した室内空間

仕立てと機能の異なる2つのシート

パノラミックサンルーフ＊

リラックスして 過ごせる空 間 に 、さらなる快 適さを

インテリアは、上 質な素 材とカラーコンビネーション

リアシート頭上まで広がる大型のガラスエリアを持つ

もたらすのがシトロエン独自のアドバンストコンフォー

によって、美しくモダンに仕上げられています。SHINE

パノラミックサンルーフ＊は、開放感にあふれる爽快な

トシートです。クッションの中心部には高密度フォーム

PACK PLUG-IN HYBRIDとSHINE PACK BlueHDiの

ドライブをもたらします。日中であれば四季折々の明る

を、表面にはパッド構造を持つ15mmもの厚さの特別

シートはダークブルーのナッパレザーと黒のパーフォレー

い自然光が室内を満たし、夜間であれば満天の星や

なフォームを使用。柔らかで、包み込まれるような心地

テッドレザーのコンビネーションで、
より洗練された雰囲

月明かりの下でのナイトクルーズが楽しめます。サン

よさとホールド性を両 立し、日常はもちろん、ロング

気に。SHINEのシートは黒のアルカンタラとテップレザー

ルーフ前半分は外気を取り入れられるオープンタイプ。

ドライブの疲 労を軽 減します。
リアには幅の広いフル

でシックな印象。いずれもシートにはシェブロン文様＊を

また熱や紫外線をカットする特殊ガラスや、室内側に

サイズの 3 席独立シートを採用。3 席とも同じ座面幅

取り入れた印象的なブルーステッチが施されています。

はメッシュタイプの電動サンシェードを採用するなど、

のシートは、大人 3 人にゆったりとしたくつろぎを提供

さらに SHINE PACK PLUG - IN HYBRIDとSHINE

四 季を通して室 内を快 適に保つ、工 夫が凝らされて

します。それぞれにリクライニング機 能と、
150mm の

PACK BlueHDiには、
フロントシートヒーターや、空気圧

います。

前後スライド機能が備えられており、好みに応じた調整

で肩から腰部を支える運転席マルチポイントランバー

＊SHINE PACK PLUG-IN HYBRID 、SHINE PACK BlueHDiに標準装備

も可能です。

サポートを採用し、快適性をよりいっそう高めています。
＊シトロエンロゴのモチーフとなった山形ギアのデザイン
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PHOTO : SHINE PACK PLUG-IN HYBRID 欧州仕様車

24

SUPERIOR

USABILITY
日常でも旅先でも使いやすい、広大なラゲッジスペース。
最大1,630ℓのラゲッジスペース

ハンズフリー電動テールゲート

C5 AIRCROSS SUVのラゲッジ積載容量は、

大きな荷物を積み込む時や、
ショッピングなど

リア
通常のリアシートポジションで約 580ℓ。

で両手がふさがっている時に利便性を発揮

シートを最も前 方にスライドさせればクラス

するハンズフリー電 動テールゲートを採 用 。

トップレベルの約 720ℓまで広がります。さら

スマートキーを携帯していれば、
リアバンパー

にリアシートバックをすべて折りたためば約

の下 で 足を動かすだけで自 動 的 にテール

1,630ℓもの広 大なスペースが出 現します。

ゲートが開きます。またスマートキーやダッシュ

ラゲッジルームのフロアボードは床 面 高を

ボードのボタン操作でもテールゲートの開閉

2 段階で設定できるので、折りたたんだシート

が可能です。

バックの高さに合わせて調整することで、広く
使いやすいフロアを生み出すことができます。
※容量数値はVDA 方式 /SHINE PACK PLUG-IN HYBRIDの数値
は異なります。
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PHOTO : SHINE PACK BlueHDi 欧州仕様車
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CITROËN
ADVANCED COMFORT

®

SUSPENSION
シトロエンならではの極上の乗り心地をもたらすイノベーション。
「魔法の絨毯」
と呼ばれる快適な乗り心地を生み出し、称賛を集めた
シトロエン独自の ハイドロニューマチック サスペンション。その技術を受け継ぐ最新のシステム、
® を搭載しました。
プログレッシブ・ハイドローリック・クッション
（ PHC ）

路面変化や荷重移動による入力を吸収するショックアブソーバー内に
セカンダリーダンパーを組み込むことで、従来のシステムでは吸収しきれなかった
ショックを抑制し、
しなやかで滑らかなフラットライドを実現。
乗る人の想像を超えた心地よいドライビング体験へと誘います。

27

路面の大きな凹凸には、
油圧式

軽度の凹凸は、
油圧式クッション

クッションがサスペンションの

がすべて吸 収し、滑らかな
「魔

動きを制御し、安定した走行を

法の絨 毯」の乗り心 地をもた

保ちます。

らします。

PHOTO : SHINE PACK PLUG-IN HYBRID 欧州仕様車
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INTUITIVE

INTERFACES
直感的にアクセスする。思いのままに操る。
機能を磨き上げたコックピット設計

採用。センターコンソールをすっきりとした印象

水平基調のダッシュボードは、
ブラックをベース

にまとめ、収納力も高めています。

にクロームのラインや光沢のあるピアノブラック
をアクセントとするシックなデザインでまとめられ

8インチタッチスクリーン

ています。
メーターやスイッチ類は、人間工学に

高い視認性と操作性を持つタッチスクリーン

基づいて機能的に配置。12.3インチのインスト

は、エアコン 操 作 、メディア 再 生 、ハンズ

ルメントパネルは必要な情報をフルデジタルで

フリー操 作、
ドライビングアシスタンス、ナビ

表示し視認性を向上。標準的なディスプレイ

ゲーション（オプション）
など、多 彩な情 報と

モードに加え、情報をカスタマイズするモードも

操作機能を集約。指先で直感的に操作でき

選択できます。

ます。またミラースクリーン機能により、Apple

CarPlay TM、Android Auto 対応スマートフォン

操作性とデザインに優れた

をケーブル接続するだけで、
タッチスクリーンに

スマートなシフトセレクター

アプリを表示。マップ、通話、
メッセージ、
ミュー

指 先での軽やかなシフト操 作を可 能にした

ジックなどの 機 能をシームレスに 活 用する

トグルタイプのコンパクトなセレクターを新たに

ことができます。

PHOTO : 欧州仕様車
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PHOTO : SHINE PACK BlueHDi
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ADVANCED
DRIVER ASSISTANCE SYSTEM
37
31

安心・安全も、
さらにその先へ。
どこまでも快適なNEW C5 AIRCROSS SUVの走りを支えるのが、
数々の先進運転支援システムです。
前走車との車間距離を保つアクティブクルーズコントロールには、
走行ポジションを維持するレーンポジショニングアシストと、
渋滞時の車両停止後、再発進を自動で行うトラフィックジャムアシストを統合。
これによりハイウェイ走行や渋滞時などの疲労やストレスを軽減し、
快適なロングドライブをサポートします。
車線変更時の後方確認をアシストしてくれるブランドスポットモニターや
車庫入れや縦列駐車でステアリング操作を自動で行う
パークアシストも採用しています。

※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。

PHOTO : 欧州仕様車
PHOTO : SHINE PACK PLUG-IN HYBRID
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ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEM

アクティブクルーズコントロール

高速道路などでの走行時に、前走車がいない場合は設定した速度を自動で維持。前走車がいる場合はレーダーと車載カメラが

※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。

パークアシスト

車庫入れや縦列駐車の際に、駐車可能なスペースを検知し、
ステアリング操作を自動で行います。
ドライバーは、
シフトチェンジとアクセル・ブレーキ操作

前走車の速度と距離を検知し、
アクセル、
ブレーキ、
エンジンブレーキの自動制御によって適切な車間距離を保ちます。前走車が

だけで駐車でき、運転操作の負担が軽減されます。

停止した場合には車間距離を保ちながら停車または減速します。約30〜180km/hの速度域で作動します。

※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。

アクティブセーフティブレーキ（被害軽減ブレーキ）

ブラインドスポットモニター

スマートキー/エンジンスタートボタン

インテリジェントハイビーム

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

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超音波センサーが感知。

キーを携帯していれば、
ドアハンドルに触れるだけで自動的に施錠・解錠。
またセンター

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

ブレーキを作動させる機能です。作動範囲は約 5〜140km/h 。約 80km/h 以下では

ドアミラー内にオレンジ色の警告灯を点灯させます。

コンソールのプッシュボタンでエンジンの始動・停止が行えます。

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、前方視界を確保。他車を

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、

眩惑することなく夜間走行の安全性を高めます。

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

PHOTO : SHINE PACK PLUG-IN HYBRID

C5 AIRCROSS SUV

SHINE PACK
PLUG-IN HYBRID
静かで滑らかで力強い新世代のパフォーマンス。
快適さを極めたプラグインハイブリッドモデル。
［主要装備］

C5 AIRCROSS SUV

SHINE PACK BlueHDi
パノラミックサンルーフをはじめとする上級装備を採用。
ハイグレードなディーゼルエンジンモデル。
［主要装備］
■ パノラミックサンルーフ
（電動メッシュサンシェード付）
■ ナッパレザー革巻ステアリングホイール
（ステアリングスイッチ付）
＆パドルシフト

■ 専用バッジ

■ パーフォレーテッドレザー＆ナッパレザーシート

■ドライブモード
（ハイブリッド/エレクトリック/スポーツ）

■ 運転席マルチポイントランバーサポート

■ ブレーキ回生モード

■ フロントシートヒーター

■ eリモートコントロール

■ フロントヘッドレスト前後調整

■ 普通充電ケーブル

■ドライブモード
（スポーツ/ノーマル/エコ/サンド/ マッド/スノー）
■ グリップコントロール
（ヒルディセントコントロール付）
■ 8インチタッチスクリーン
（ FM・AMラジオ/USB/Bluetooth ® /

SHINE PACK BlueHDi主要装備（ 35ページ）

Apple CarPlay TM/ Android Auto ）

※ドライブモード、
グリップコントロール、AMラジオを除く。

全車共通装備（ 37ページ）

全車共通装備（ 37ページ）
パーフォレーテッドレザー＆ナッパレザーシート
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PHOTO : SHINE PACK PLUG-IN HYBRID
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MODELS

C5 AIRCROSS SUV

C5 AIRCROSS SUV

環境性能を誇る2.0ℓクリーンディーゼルBlueHDiを搭載。

伸びやかで爽快なフィールをもたらす

ベーシックグレードのディーゼルエンジンモデル。

1.6ℓ PureTechターボを搭載したガソリンエンジンモデル。

SHINE BlueHDi

SHINE

［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）
＆パドルシフト ■ドライブモード
（スポーツ/ノーマル /エコ/サンド/ マッド/スノー）
■ アルカンタラ＆テップレザーシート

■ グリップコントロール
（ヒルディセントコントロール付）

■ 運転席ランバーサポート
（手動調整）

■ 8インチタッチスクリーン
（FM・AMラジオ/USB/Bluetooth®/Apple CarPlayTM/ Android Auto）

［全車共通装備］
■ 6エアバッグ
（フロント/フロントサイド/カーテン）

■トラフィックサインインフォメーション

■ 運転席パワーシート

■ アクティブセーフティブレーキ
（被害軽減ブレーキ）

■ LEDヘッ
ドライト
（マニュアル光軸調整）

■リア3席独立シート

■ アクティブクルーズコントロール
（ブレーキサポート付）

■ LEDデイタイムランニングライ
ト

■トラフィックジャムアシスト

■ ハンズフリー電動テールゲート

■ 18インチアロイホイール

■ レーンポジショニングアシスト

■ バイ
トーンルーフ＊

＊ ボディカラー ブラン バンキーズ
（受注生産）
には設定されません。

■ ブラインドスポッ
トモニター

■ ルーフレール

■ インテリジェントハイビーム

■ 左右独立調整式オートエアコン

（前後スライド/リクライニング/フォールディング機構付）
他

（アレルゲン除去フィルター/ 後席用アウトレット付）

アルカンタラ＆テップレザーシート
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※安全/ドライバーアシスト機能の詳細については、31〜34ページをご覧ください。

PHOTO : SHINE BlueHDi
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BODY COLOURS

BI-TONE ROOF ［ノアール ペルラネラ バイトーンルーフ］

COLOUR ACCENT

カラーアクセント
［ダーククローム
（マット）
/エナジックブルー
（マット）］

ブラン ナクレ

グリ プラチナム

ダーククローム
（マット）
（SHINE/SHINE BlueHDi/SHINE PACK BlueHDi）

エナジックブルー
（マット）
（SHINE PACK PLUG-IN HYBRID）

COLOUR COMBINATION
●：標準設定 ○：受注生産

車種

ボディカラー

ブラン ナクレ＊

バイトーンルーフ

C5 AIRCROSS SUV

SHINE

C5 AIRCROSS SUV

SHINE BlueHDi

●

アルカンタラ＆テップレザーシート

●

C5 AIRCROSS SUV

（受注生産）
ブラン バンキーズ
C5 AIRCROSS SUV

SHINE PACK PLUG-IN HYBRID
PHOTO : SHINE PACK PLUG-IN HYBRID 欧州仕様車
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●

●

●

○
○
ー

ダーククローム
（マット）カラーアクセント

●

●

●

アルカンタラ＆テップレザーシート

●

●

●

● ノアール ペルラネラ

○
○
ー

ダーククローム
（マット）カラーアクセント

●

●

●

パーフォレーテッドレザー＆ナッパレザーシート

●

●

●

バイトーンルーフ

ブラン バンキーズ
（受注生産）
ー

●

● ノアール ペルラネラ

バイトーンルーフ

SHINE PACK BlueHDi

ブルー エクリプス＊

● ノアール ペルラネラ

ダーククローム
（マット）カラーアクセント

バイトーンルーフ

ブルー エクリプス

グリ プラチナム＊

● ノアール ペルラネラ

○
○
ー

エナジックブルー
（マット）カラーアクセント

●

●

●

○

パーフォレーテッドレザー＆ナッパレザーシート

●

●

●

○

＊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。
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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）

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。

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

シトロエン・アシスタンス

B

延長保証

無償

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。

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

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。

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）

月々の
お支払い
不要

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。

2年後、3年後

オートリース
ライトプラン
D

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

※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。

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

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。

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 11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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