CITROËN C3

ACCESSORIES
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遊び心に胸が高鳴る、CITROËN 純正アクセサリー。
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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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STYLE
あなただけの一台に…
純正アクセサリーを選ぶことで、
あなた自身のテイストを個性的なCITROËN C3 に
付け加えることは、決して難しいことではありません。
その優れたデザインや機能があなたの個性や
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創造性をしっかりと表現するからです。
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１. リアバンパーベント
２. フロントフェアリング
3. ルーフステッカーキット ブラック
4. ルーフステッカーキット ホワイト
5. ドルフィンアンテナ
6. ドアデフレクター
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7. クローム ドアミラーカバー
8. アロイホイールセンターキャップ
9. LED フォグランプキット
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上段左から：ルージュアデン、
ブランバンキーズ、
ルージュカルメン
ノアールオニキス、
ブルー アンフィニ
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ノーマルと比べ約1.45 倍の明るさと見やすい配光性能を実現。
ノーマル比60% 以上の省エネ。色温度：6４00 ケルビン
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PROTEC
TION

PHOTO: 欧州仕様車

いつも新鮮な感覚で。
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PHOTO: 欧州仕様車
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PHOTO: 欧州仕様車

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。

1. ボディカバー（屋内用）

あなたの CITROËN C3 をいつも快適でフレッシュな状態に保ちます。

2. ボディカバー（屋外用）

A

3. フロアマット（ベロア）

B

4. フロアマット（ニードルパンチ）
5. ラバーマット
6. A ドアハンドルプロテクター
B ドアエッジプロテクター

A ドアハンドルプロテクター

7. ステップガード

ドアハンドル内側の車体に貼る透明シート。
爪でボディを傷つけないよう保護します。

8. ラゲッジマット

B ドアエッジプロテクター

9. ラゲッジトレイ
10. マッドガード（リア、フロント）
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ドアの開閉時に傷つきやすいドアエッジを保護。
透明タイプのフィルム製なので目立ちません。
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COMFORT
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LEDバルブ

心地よさと、おもてなし。
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※ PHOTO は実際の車輌と異なります。

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。

LEDルームランプ用 ※

LEDマップランプ用 ※

LEDラゲッジルーム用 ※

「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、
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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. マルチホルダー

５. フロントセンターアームレスト

２. クリーンボックス（フロント用）

６. サイドウインドウ用サンシェード

３. アッシュトレーボトルタイプ

７. リアウインドウ用サンシェード

LEDフットライトキット※

４. スマートフォンホルダー

カップホルダーに固定し使用
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前席と後席の4灯セット。
ドア開閉時には白色点灯、
走行時には青色点灯します。

LEDリアゲート用
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。

走行時は青色 ▶

ドア開閉時は白色 ▶
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TRANSPORTATION
& TRAVEL
10 TRANSPORTATION & TRAVEL
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ルーフボックス等の積載物や立体駐車場での干渉を
防ぐため、アンテナロッドを折り曲げる事ができます。
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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
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5. アングルスペーサー ※

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

6. ウィンドウ サンシェード ※

待ち遠しくなる、
アクセサリーをご用意しました。

7. ドアボトルホルダー
8. クリーンボックス（リア用）
9. サーモボックス 16L
10. リアゲートストラップ
11. ペットシートカバー ※

１. ベースキャリアバー

12. ペットケージ

２. ルーフボックス

※ PHOTO は実際の車両と異なります。

開閉が容易なロッキングシステムを装備。

３. 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。
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４. 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です。
スチール製とアルミ製の 2 種類があります。
※ Photo はアルミニウム製
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MULTIMEDIA
ストレスフリーなドライブを。

オーディオスピーカー
パイオニア スピーカーキット
カロッツェリア コアキシャル 2 ウェイスピーカー

《フロント用/ リア用 共通》

品番：TS-C1730

・ 優れた空間描写力で鮮やかな臨場感を実現
・ 厚みのある中音域から澄んだ超高音域再生までを実現するアルミ
ニウム合金製「 バランスドドームダイアフラム」トゥイーターを採用
・ 中低音に躍動感をもたらす2 層構造「アラミドファイバーコーン」を
ウーファーに採用、迫力のある低音と抜けの良い中音を再現
・ 高い駆動力で力強い音を放つ「高性能機器回路」、不要共振を徹底
排 除し鋭く立ち上 がる音を実 現する高 剛 性「アルミダイキャスト
フレーム」を採用

構成

：2 ウェイ コアキシャル
ウーファー17 cm
トゥイーター2.9 cm
瞬間最大入力 ：180 W
定格入力
：50 W
再生周波数帯域 ：33 Hz 〜 64 kHz
出力音圧レベル ：90 dB
インピーダンス ：4 Ω

シトロエンオリジナル・カーナビをはじめ、
乗る人すべてが楽しく快適にすごせるよう、
マルチメディア対応のアクセサリーをご用意しました。

※PHOTOは実際の車輌と異なります。

フォーカル オーディオシステム

リアマルチメディアシステム

タッチスクリーン専用カーナビと連動します。

PHOTOは欧州仕様車です。ナビ画面はハメコミ合成した画像です。

タッチスクリーン専用
カーナビゲーションユニット
12セグ地デジTV

3年保証

情報サービスが拡がった
「VICS WIDE」
を搭載。

マップチャージ付

※1

標準のタッチスクリーンでナビゲーション機能を表示可能。
C3専用のオリジナルモデルです。

標準のタッチスクリーンにナビゲーションを表示することで、コックピットの洗練された
インテリアイメージを損なわず、快適に操作することができます。

ナビゲーションの優れた性能と、快適な操作性や視認性を追求。

曲がるタイミングや必要な情報など、瞬時の見やすさを実現した地図表示。地下駐車場や
高速道路の分岐でもズレることなく正確に自車位置を表示する技術を搭載。独自のルート
アルゴリズムにより、到着時間を考慮しより最適なルートを探索可能。また便利な機能
として、目的地を設定した後に「追加立ち寄り地」や「追加目的地」も設定可能です。

気になる情報を伝えて、
ドライバーの安心をサポート。

走行中に意識しなくてはいけない一時停止や速度制限エリア、 天候によって通行でき
るか不安な冠水地点を、カーナビならではのわかりやすい表示や効果音でお知らせ。

オプション

ETC2.0 車載器

ETC車載器
［カーナビ連動タイプ］

FM多重放送を利用し、一般道の旅行時間情報をはじめとする詳細な最新の渋滞情報
や規制情報を取得することで、
より精度の高い渋滞回避ルートを提案します。さらに
緊急情報にも対応し、台風などの気象情報や津波の発生などの特別警報情報も取得し
表示します。

「スマートループ渋滞情報™」
や「フリーワード検索」など、オンライン
コンテンツが利用可能な「データ通信専用通信モジュール(別売)」に対応。

VICS渋滞情報を含む、約70万kmにも及ぶ全道路のリアルタイムな渋滞情報と
渋滞予測データをフル活用。幹線道路以外の道の渋滞も、突発的な事故も把握できる
ので、より空いている可能性が高いルートを探して走れます。また、駐車場満空情報、
ガソリンスタンド価格情報(レギュラー/ハイオクのみ)、気象情報を取得し地図上に表示、
などのドライブに便利なさまざまな情報の取得が可能です。
【通信モジュールの接続には、別売りのUSB 接続ケーブル
（CDU120) が必要です。】
データ通信専用通信モジュール
（別売）
通信料金3年分付
USB接続ケーブル
（別売）

「スマートループ渋滞情報™」によって、
豊富で質の高い情報が渋滞回避の可能性を高めます。
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フロント ：2 ウェイ セパレート
ウーファー16.5 cm
トゥイーター2.5 cm

ETC車載器
［スタンドアローンタイプ］

《フロント用》

品番：1640715080

リア ：2 ウェイ コアキシャル
ウーファー16.5 cm
トゥイーター2.5 cm

構成

：2 ウェイ セパレート
ウーファー16.5 cm
トゥイーター2.5 cm
瞬間最大入力 ：120 W
定格入力
：60 W
再生周波数帯域 ：60 Hz 〜 20 kHz
インピーダンス ：4 Ω

瞬間最大入力 ：120 W
定格入力 ：60 W
再生周波数帯域 ：60 Hz 〜 20 kHz インピーダンス ：4 Ω

・ 心地良いサウンドを車室内いっぱいに広げるセパレート2 ウェイ（フロント）＋
コアキシャル2 ウェイ（リア）のフルセット
・ 特許技術インバーテッド・ドームトゥイーターと、ファイバーグラス・コーン
ウーファーによる妥協のないFOCAL クオリティ

ビーウィズ プレミアム2 ウェイ スピーカーセット
BEWITH Platinum Voice
品番：AM165P81

構成 ：
2 ウェイ セパレート
ウーファー16.5 cm
トゥイーター2.5 cm
再生周波数帯域 ：
40 Hz 〜 50 KHz
出力音圧レベル：92 dB
インピーダンス：4 Ω

※1 マップチャージ
（無料地図データバージョンアップ）
のサービス期間および回数については
販売店にお問い合わせください。

《フロント用/リア用セット》 品番：フロント用1640715080、リア用1640715180

・ FOCAL サウンドを気軽に導入できるフロント2 ウェイセット
・ 特徴的な逆ドーム形状で歪のない高音域と優れた指向特性を実現する
FOCAL の特許技術、インバーテッド・ドームトゥイーター
・ ダイナミックな中低音のためのファイバーグラス・コーンウーファー

BEWITH「ビーウィズ」は欧州でも実績を積み、国内外で評価の高い日本の高級カーオーディオメーカーです。

《フロント用》
・ カーオーディオ愛好家に選ばれるBEWITHの上級スピーカー
「 Reference AM」シリーズをシトロエン専用にカスタマイズ
・ トゥイーターとウーファーの振動板を独自のAM（アルミ- マグネ
シウム）ダイヤフラムで統一し、リアルで高品質な音を実現
・ フルバスケット型のアルミダイキャストフレームとネオジムマグ
ネットによる強力な磁気回路を投入したハイグレードなウーファー
・ AM ドームトゥイーターと、音響専用コンデンサー採用のシンプル
で上質なネットワークがもたらす卓越した情報量とクリアネス

＊スマートループ渋滞情報は、
パイオニア株式会社の登録商標です。
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ドライブレコーダー
CSD790FHG

SAFETY

Full HD200 万画素・超速GPS 搭載・日本製3年保証付き

CS360FH

フロント・リア 同時録画タイプ

フロント2 カメラ、 360°録画タイプ

安心・安全と快適性に配慮したアイテムをご活用ください。

リア用カメラ
本体背面の広角カメラで
車内と左右を180°
録画

前方と左右を180°
録画

１. 車外/ 車内を360 度録画可能な超広角・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。

ISO FIX

ISO FIX

左 側

右側

１．2台のカメラでフロント・リアを同時に録画
・リアカメラも後方車両のナンバーがはっきり撮影できる
後方撮影画像も同時に表示可能
HD 画質。危険な あおり運転 対策に最適なリア映像
* Confort
も同時に録画。
車外（前方）
360度パノラマ
２．GPS おしらせ機能
・ 内蔵のGP S 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
1. Diffuseur de parfum nomade
情報を事前にお知らせします。
sur appuie-tête
・ GPS データは毎月最新データに無料で更新可能。 2. Cintre
高速道逆走注意エリア
３．ナイトビジョン Ver.2 搭載
・フロント用カメラはSONY 製 Exmor R CMOS センサーを採用したSTARVIS モデル。
車内（後方）
夜間やトンネル内などの光量の少ない場所でも従来のナイトビジョンに比べて、
２. こだわりの「360°
録画画質」
より鮮明な映像を記録できます。
・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
・ HDR[ ハイダイナミックレンジ] による画像合成技術により、急激な明るさの変化が
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。
発生しても白とびや黒つぶれを低減して録画します。
３. さまざまな情報を通知
※STARVISはソニー株式会社の登録商標です。
・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。

デュオプラス（ISOFIX）BRITAX 社製
適応体重：9kg ～ 18kg 位まで（グループ１）
適応年齢：9 ヶ月～ 4 歳位まで

全方向衝突対応シェル、および側面衝突対応大型
パッドを採用しました。赤ちゃんの成長に合わせベス
トポジションに調節できる７段階スライディングヘッ
ドサポート付きハーネス ( ベルト ) を搭載しました。
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リバースに入れると…

KID FIX XP（ISOFIX）BRITAX 社製

スマートキッズベルト

適応体重 : 15 ～ 36kg 位まで。
適応年齢 : 4 歳～ 12 歳位まで。
適応身長 : 95 ～ 150cm 位まで。

深めでソフトなパッド付きサイドウィングや発育途上のお子さま
の体型に沿う V 字型バックレストを装備、車のシートの形状に
フィットする調節ができます。肩シートベルトを包み込むように
装着する衝突エネルギー吸収パッド
「XP-PAD」を搭載しました。
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１. リバースチャイム

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。

２. 盗難防止ロックボルト（ライセンスプレート用）
３. スノーチェーン
４. スノーカバー

♪♬
Smart Reco

本体背面3.0インチ
タッチパネル

後方カメラ
（別売り）

６. CITROEN エマージェンシーキット

・ 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。
・ 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）
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USB 電源ポート
※充電専用品（データ転送不可）
定格出力 DC5.0V / 2.1A

14 MULTIMEDIA

５. タイヤカバー

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

WHSR-610

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

4
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6

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 15
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