NEW CITROËN C5 AIRCROSS SUV
ACCESSORIES
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DS たる唯一 無二の存 在と あなたの感 性が響きあう。
DS ブランドのエスプリが凝縮された「DS4 」。

新たな出会いの予感、
このDS4を熟知したデザイナーが、
あなたの感性を刺激する純正アクセサリーをデザインしました。
製品は単にデザイン性だけではなく、
快適さはもちろん耐久性や安全性など、さまざまな品質検査を
CITROËN 純正アクセサリー。
繰り返し、DS のエンジニアが要求する厳しい基準を満たしています。

あなたの個性を活かし、あなただけの一台にすることで、DS4 を所有する喜びは高まるでしょう。
P. 4 COMFORTS
純正アクセサリーを添えることで、DS4 とすごすひとときを豊かに輝かせます。
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CON T EN T S
シトロエンの純正アクセサリーを選ぶということは、品質、安全性、
そしてライフスタイルを選ぶということです。
これらのアクセサリー
は、シトロエンを知り尽くしたデザイナーとエンジニアによって、
新しいCITROËN C5 AIRCROSS のために特別に設計されており、
高いレベルのパフォーマンスを発揮します。豊富なアクセサリーの
シリーズは、
あなたの車をひときわ個性的にして、
自分だけの一台
にすることができます。
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RECOMMENDED
ACCESSORIES
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。
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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COMFORT
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心地よさと、おもてなし。
「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、
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。
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1. サイドウインドウ用サンシェード
2. リアウインドウ用サンシェード
3. サーモボックス 24L
4. クリーンボックス
（リア用）※
5. クリーンボックス ※
6.ドアデフレクター
※PHOTOは実際の車両と異なります。
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COMFORT

6. LEDフラットライトキット
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。

前席

後席

走行時は青色 ▶
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画像未加工
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前席

1. アッシュトレーボトルタイプ

後席

2. ダブルUSBチャージャー
3. LED マップランプ

4. プレミアム 2way スピーカーセット
BEWITH PLATINUM VOICE

5. パイオニア・スピーカーキット
ドア開閉時は白色 ▶

7. LEDドアカーテシー用

8. LEDバルブ 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。

プラチナボイス
シリーズ紹介
コチラのQRコードより

▽

プレミアムブランド「BEWITH」の高級スピーカーセット

ピュアで質感のある音が、
目の前で響きわたる

●音の愛好家に賞賛される高級ユニット、
Reference AMシリーズを投入

スピード感のある低音を響かせる振動板や共振を抑えるフレームにより、
全帯域に渡ってバランスの良いサウンドを獲得。
また
「Open&Smooth」
コンセプトを導入し、
優れた空間描写を実現、
さらにトゥイーター部のロータリー機構により、
中高域の音像を
目の前に引き上げます。

●独自のアルミ-マグネシウム振動板で音色を統一したセパレート2ウェイ構成
●音響専用コンデンサーを採用したシンプルで高品位なネットワーク部
●低音から高音まで、
音楽の実像を際立たせるクリアで豊かなサウンド
●ウーファーを確実に固定するアルミダイキャスト製高精度バッフルボード

6 COMFORT

LEDバルブ装着後

LEDバルブ未装着

※ PHOTO は実際の車両と異なります。
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PROTECTION
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7. フロアマット（ベロア）

8. ラバーマット

9. ラゲッジトレー

10. ラゲッジネット
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いつも新鮮な感覚で。
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。
あなたの C5 AIRCROSS をいつも快適でフレッシュな状態に保ちます。
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1. マッドガード
（リア・フロント）
2. タイヤカバー
3. タイヤカバー
（1本収納用）
4. ボディカバー
（屋内用）
5. ボディカバー
（屋外用）※
6. ボンネットカバー
（屋外用）※
※PHOTOは実際の車両と異なります。

6

11. ラゲッジマット（バンパーカバー付）
8 PROTECTION

12. シートカバーセット
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TRANSPORTATION
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1. サイクルラック
（アルミ製・スチール製）
※PHOTO：アルミ製
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2. ベースキャリア

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
耐久性や機能性および、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待ち遠しくなる、アクセサリーを
ご用意しました。

3. スキーキャリア（M・L)

10. カーサイドタープ Ver.2

シンプルで使いやすい構造、簡単にスキーの取り外しができます。
積載内容に合わせ 2 タイプよりお選びください。※ PHOTO：Lサイズ

＜エアフレーム・リビングシェルター＞

4. ルーフボックス
（ロング420L・ショート330L）

■ 独自のエアチューブ構造
付属のポンプで空気を注入するだけで、強固な自立型のタープが完成。
素早い設営・撤収を可能にします。

開閉が容易なロッキングシステムを装備。※ PHOTO：ロングタイプ

5. バスケットラック ※
6. ウインドウサンシェード ※
7.ドッグガード

画像未加工

■ シーンに合わせた設置 & 快適な室内
広く快適な室内空間は車両の横以外に後部への装着も可能。

8. ペットシートカバー ※

■ 耐水圧 3000mm
■ 展開サイズ：高さ1800mm×タテ・ヨコ2500mm

9. ペットケージ（L・M）

■ 収納サイズ：W340mm×H340mm×D530mm 、重量：9.2Kg

※PHOTOは実際の車両と異なります。
※出入り口のポール・ロープは商品に含まれません。
10 TRANSPORTATION

■ 車とタープの一体感
車体とタープは複数のベルトで固定され、接続部専用のカバー・シートが
外気の侵入を緩和します。

【付属品】 専用収納袋、手動式エアポンプ（一式）、ペグ
（ 20 本）、
ロープ（ 3.5m × 2 本）、
コネクションカバー&シート
（一式）、
補修キット
（パッチ、接着剤、
リペアシート）、エンブレム
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SAFETY

MULTIMEDIA

1. リバースチャイム

乗る人すべてが楽しく快適にすごせるよう、
ストレスフリーなドライブを。
マルチメディア対応のアクセサリーをご用意しました。

タッチスクリーン専用 カーナビゲーションユニット

2. オールシーズンシリコンワイパー

ギアがリバース(後退)ポジションに入っている事を
チャイムでお知らせします。
取付時に音色3種類、音量3段階から選択出来ます。

リバースに入れると・
・
・

12セグ地デジTV

3年保証

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。
C5 AIRCROSS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。

♪
※車輌は欧州仕様です。

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。

チャイム音は上記のQRコードでご確認できます。

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。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。

年間を通して雨天・降雪を問わず良好な視界を確保。
撥水コーティングされたフロントウインドウの
コーティング層を保護し、撥水効果を長期間維持できます。

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。

情報サービスが拡がった「 VICS WIDE 」を搭載。

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。

※車輌は欧州仕様、
ナビ画面はハメコミ合成です。

3. スチールソック

4. 盗難防止用ロックボルト ライセンスプレート用

5. 盗難防止用ロックボルト アロイホイール用

ETC2.0 車載器

ETC車載器
[カーナビ連動タイプ]

ETC車載器
[スタンドアローンタイプ]

付属の専用アダプターのみでロックが解除でき、大事なライセンスプレートやホイールを守ります。

6. エマージェンシーキット

7. セーフティベスト

タッチスクリーン プロテクトフィルム

9. スマートキッズベルト

スクリーンに汚れや指紋が付きにくく、画面の小傷防止にも役立ちます。

＜特長＞
◎防汚 / 乱反射 /HC 層により反射による映り込みを低減して
います。
◎特殊シリコーン粘着剤を使用しており、自然にエアが抜け
液晶画面に気泡が入りません。

8. 三角停止表示板
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
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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

◎温度によって、粘着性の変化が少ない。
（ -10 〜 80 ℃）
Photo:欧州仕様車

◎再剥離性に優れています。
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ドライブレコーダー Full HD200万画素・超速GPS 搭載・日本製3年保証付き

CS32FH フロント・リア 同時録画タイプ

CS360FH2 フロント2カメラ、360 °録画タイプ

リア用カメラ

■デッドアングル（左ドアミラー内蔵カメラ）映像表示

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 °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。

360°
パノラマ
後方撮影画像も同時に表示可能

※ 画面はハメコミ合成です。

車外（前方）

フルディスプレイミラーキット

各種の注意エリア

・前方も後方もはっきり撮影できるFull HD画質
（フロント・リア）危険な あおり運転
対策に最適なリア画像も同時に録画

2. GPS おしらせ機能

・内蔵のGPS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、
安全運転に役立つ情報を事前にお知らせします。
・GPSデータは毎月最新データに無料で更新可能。

3. 夜間補正機能 +HDR 搭載（フロント・リア）

・夜間補正により暗い場所でも見やすく録画することができます。
・HDR[ ハイダイナミックレンジ] による画質合成技術により、急激な明るさの変化が
発生しても白とびや黒つぶれを低減して録画します。

右側

左 側

1. 2 台のカメラでフロント・リアを同時に録画

2. こだわりの「 360 °録画画質」

車内（後方）

・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
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。

リアガラスに装 着したカメラで後 方 視 界 ( 広 角 約 5 0 度 )をクリアに映し、
運 転の安 全 性や快 適 性に貢 献します。後 席の乗員やラゲッジの荷 物を
気にすることなく、抜群の後方視界を確保できます。ミラーモード（通常）、
ディスプレイモードの 切り替えはミラー下 部 のレバーで簡 単に切 替える
ことができます。

3. さまざまな情報を通知
・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。

microSD メンテナンスフリー

リアマルチメディアシステム Type 3.0

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。

Smart Reco

後席でさまざまなエンターテイメントが楽しめる、
モニターサイズ10.1インチのスタンドアローン・マルチメディア
プレーヤーです。
・USB接続/HDMI接続(入力のみ)、
スマホやタブレットのミラーリング※
に対応しておりますので、多様な動画の再生が可能です 。
ヘッドフォンはBluetooth 接続 及び、端子接続に対応しております。
・スピーカー内蔵、
（ヘッドフォンは付属しておりません。)
・各種設定は付属のリモコン 及び、
タッチスクリーンで操作ができます。

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

・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。
本体背面3.0インチ
タッチパネル

■リアガラスの内側にリアカメラを取付

※HDCP 対応機のスクリーンミラーリングは出来ません。iOS には対応しておりません。

・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。

後方カメラ（別売り）
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・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）

■電源起動時にシトロエンロゴを表示
※ 画像はハメコミ合成です。
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