
P.1－ 4DS 3 CROSSBACK
ACCESSORIES［価格表］
※1： ホイールボルトは商品に含まれません。標準装着品を使用いただけます。
※2： ホイール1本につきエアバルブ（0000540401  \324×1ヶ）が必要となります。

頁 品　　名 商品番号
標準希望小売価格
税込価格
（税抜価格）

取付
工数
（h）

備　　　　　考

5 アロイホイール
センターキャップ

グレー 1615661180 \6,696
（\6,200）

－ 4枚セット品

ブラック 1609953780 \6,696
（\6,200）

－ 4枚セット品

トパーズ 1616886580 \6,696
（\6,200）

－ 4枚セット品

ホワイト 1615661080 \6,696
（\6,200）

－ 4枚セット品

エメラルドグリーン 1615661280 \6,696
（\6,200）

－ 4枚セット品

5 アロイホイール　SAO PAULO  18 inch 1643211080 \179,496
（\166,200）

－ サイズ：7.0J-18(35)、4本セット品、アロイホイールセンターキャップは別売りです。
※1 ※2

5 アロイホイール　DUBAI  17 inch 1643210980 \127,548
（\118,100）

－ サイズ：6.5J-17(32)、4本セット品、アロイホイールセンターキャップは別売りです。
※1 ※2

5 ドアミラーカバー・ステッカー 
DS PERFORMANCE

右側 98193565AJ \1,620
（\1,500）

0.4

左側 98193566AJ \1,620
（\1,500）

0.4

5 マッドガード
フロント用 1634167080 \5,076

（\4,700）
0.35 左右セット品

リア用 1634167180 \5,076
（\4,700）

0.35 左右セット品

6 アロマデフューザー 1607693080 \4,320
（\4,000）

－

－ アロマデフューザー用
カートリッジ

トロピカルマンゴー 1608576980 \2,916
（\2,700）

－

パシフィックフレッシュ 1608577180 \2,916
（\2,700）

－

バニラ 1608577080 \2,916
（\2,700）

－

フローラル 1608577280 \2,916
（\2,700）

－

アンチタバコ 1608577380 \2,916
（\2,700）

－

6 LEDマップランプ 1610747180 \5,832
（\5,400）

－ フレキシブルアーム長：26cm、5W

6 アッシュトレイ ボトルタイプ 00008211F9 \3,132
（\2,900）

－ ドリンクホルダーに入れて使用できます。

7 ドアデフレクター DDD3401 \41,040
（\38,000）

－ 4枚セット

7 サイドウインドウ用サンシェード 1640617980 \8,424
（\7,800）

－ 2枚セット

7 リアウインドウ用サンシェード 1640618080 \8,424
（\7,800）

－

7 サーモボックス

16L 0000945603 \33,372
（\30,900）

－ 容量：16L、サイズ：462mm×282mm×328mm、重量：約 5.2kg、シートベル
ト固定式

24L 1606666780 \23,328
（\21,600）

－
容量：24L、サイズ：H420mm×D300mm×W420mm、重量：4.3kg、12V DC
保冷能力：外気温より 16 ℃まで（保温機能はありません）、シートベルト固定可能、
ショルダーストラップ付

7 LEDバルブ リアゲート用 RGL001 \9,828
（\9,100）

－ リアゲート内張りに LEDを増設するキット。

－ ハイブリッドインバーター FTU90B \5,184
（\4,800）

－ USB端子（DC5V）の出力電流：1.2A（最大）、AC100Vの最大出力：90W、DC12V
の出力電流：10A（最大）、USB・AC100V・DC12Vの合計出力容量は15A以下です。

－ ダブルUSBチャージャー 1610000780 \4,860
（\4,500）

－
センターコンソールのドリンクホルダーに収まるモバイル機器向け電源ポート。
サイズ：H65mm×D75mm×W75mm、シガライターソケット×2、
USBポート×2（0.5A×2ポート）

STYLE 個性

COMFORT 快適性



P.2－ 4DS 3 CROSSBACK  ACCESSORIES［価格表］
※1： ルーフボックス使用時にはラジオアンテナが接触するため、別売りのアングルスペーサー
（AGLS01）が必要です。また、テールゲートを開けた際に接触しますのでご注意ください。

※2： サイクルアタッチメントは一般的なサイズ・構造の自転車に対応していますが、小径車や
特殊なフレーム形状の自転車は積載できない場合があります。また、テールゲートオープ
ン時、自転車のタイヤサイズによってはタイヤとテールゲートが干渉する場合があります。

頁 品　　名 商品番号
標準希望小売価格
税込価格
（税抜価格）

取付
工数
（h）

備　　　　　考

8 フロアマット ベロアタイプ 1638011580 \21,600
（\20,000）

－

8 ラバーマット 1638010780 \21,060
（\19,500）

－

9 ラゲッジトレイ 1638178480 \10,044
（\9,300）

－

9 ラゲッジネット 00007568FT \3,780
（\3,500）

－

9 ラゲッジマット 1638015680 \10,044
（\9,300）

－

9 リアバンパーロードプロテクター 1638071480 \5,832
（\5,400）

0.35 ポリウレタン製

9 ドアプロテクションモール フロント＋
リアドア用 00009424J2 \15,228

（\14,100）
0.3 ポリウレタン製

9 バンパープロテクションモール フロント＋
リアバンパー用 1611134980 \4,428

（\4,100）
1.15 ポリウレタン製

10 ベースキャリアバー 設定準備中 －

11 ルーフボックス

ロング　420L 1609665880 \70,524
（\65,300）

0.25 外形サイズ：L232×W70×H40cm、内形サイズ：L220×W65cm、重量：15kg、
材質：ABS、両開きタイプ ※1

ミディアム　420L 1609665780 \65,448
（\60,600）

0.25 外形サイズ：L196×W78×H45cm、内形サイズ：L184×W73cm、重量：15kg、
材質：ABS、両開きタイプ

ショート　330L 1609665680 \56,160
（\52,000）

0.25 外形サイズ：L139×W90×H39cm、内形サイズ：L127×W86cm、重量：10kg、
材質：ABS、両開きタイプ

11 サイクルラック
スチール製 1607798780 \14,148

（\13,100）
－ 積載可能自転車の目安：ダウンチューブ外形（円形）22～80mm、

（楕円形）最大80×100mmまで　最大積載重量：17kg ※2

アルミニウム製 1607798880 \24,732
（\22,900）

－ 積載可能自転車の目安：ダウンチューブ外形（円形）22～70mm、
（楕円形）最大65×80mmまで　最大積載重量：17kg ※2

11 スキーラック
1629426080 \32,076

（\29,700）
－ 積載幅：40cm、最大積載数（目安）：スキー4セットまたはスノーボード2セット、

取付キット（0000961517  \5,184）が必要です。

1629426280 \42,228
（\39,100）

－ 積載幅：60cm、最大積載数（目安）：スキー6セットまたはスノーボード4セット、
取付キット（0000961517  \5,184）が必要です。

11 ドッグガード 1640618280 \27,108
（\25,100）

0.4 スチール製

11 ペットケージ
Mサイズ 1607076080 \12,528

（\11,600）
－ サイズ：W400×H300×L300mm、折りたたみソフトケージ、制限体重：6kg

L サイズ 1607076180 \16,524
（\15,300）

－ サイズ：W600×H420×L420mm、折りたたみソフトケージ、制限体重：8kg

11 ペット用シートベルト 1607075980 \3,564
（\3,300）

－ シートベルトバックルに取付できるセーフティベルト。制限体重：8kg

PROTECTION 実用性

TRANSPORTATION レジャー



P.3－ 4DS 3 CROSSBACK  ACCESSORIES［価格表］
頁 品　　名 商品番号
標準希望小売価格
税込価格
（税抜価格）

取付
工数
（h）

備　　　　　考

－

チャイルドシート

デュオプラスス 1608847680 \60,588
（\56,100）

－ 【参考】適応年齢：8ヶ月位～4歳位まで、体重：9～18kg位まで、
身長：約70～100cm位まで　後部座席 ISO FIX 金具に固定可能。

12 キッド FIX XP 1629041580 \52,272
（\48,400）

－ 【参考】適応年齢：4歳位～12歳位まで、体重：15～36kg位まで、
適応身長：95cm～150cm位まで　後部座席 ISO FIX 金具に固定可能

－
新生児用 設定準備中 －

新生児用　ISO FIX ベース 設定準備中 －

12 盗難防止ロックボルト アロイホイール用 1612616480 \6,264
（\5,800）

－

12 セーフティベスト 1617925480 \648
（\600）

－

12 三角停止表示板 1617925380 \1,512
（\1,400）

－

12 エマージェンシーキット ASE0D1 \21,600
（\20,000）

－

－ スノーチェーン 設定準備中 －

－ スノーカバー 設定準備中 －

13 ボディカバー
屋外用 BCD341 \34,560

（\32,000）
－ 起毛防炎タイプ、ポリエステル100%、撥水コーティング加工、裏面は起毛加工、DSロゴ

※（財）日本防炎協会認定生地使用（難燃性であり不燃製品ではありません。）

屋内用 1614009280 \47,088
（\43,600）

－ コーナーラインコントロール装着の場合は使用できません。

13 ウィンドサンシェード FWSD341 \9,180
（\8,500）

－ 収納カバー付
DSロゴ

－ タイヤカバー TCSM03 \5,400
（\5,000）

－ スタッドレスタイヤなどを保管する際に最適なカバー
DSロゴ

14 タッチスクリーン専用ナビゲーション AVICRA8D3C \228,960
（\212,000）

2.5

14 ETC2.0車載器 NDETCS11 \43,740
（\40,500）

1.0 ナビゲーションと同時装着が必要。単品装着はできません。

14 ETC車載器［カーナビ連動タイプ］ NDETC81 \27,540
（\25,500）

0.8 ナビゲーションとの連動が可能です。

14 ETC車載器［スタンドアローンタイプ］ NDETC20 \10,260
（\9,500）

0.7
スタンドアローンタイプ。ナビとの接続はできません。情報案内は音声のみです。
ETC 車載器のみを取付る場合は別売りのハーネスキット（品番：MDF282A  \864）
が必要（ナビ同時装着の場合は不要）。

－ ETC電源ハーネスキット MDF282A \864
（\800）

－

14 データ通信専用通信モジュール NDDC21 \27,000
（\25,000）

－
「スマートループ渋滞情報」や「フリーワード検索」など、各種通信を使った機能やオンラ
インコンテンツが利用可能なデータ通信専用の通信モジュールです（通信料金3年分付）。
装着にはUSB接続ケーブル「CDU1201 <2m>」が別途必要です。

14 USB接続ケーブル CDU1201 \3,240
（\3,000）

－ 通信モジュール「NDDC21」を接続する際に必要なケーブルです。

SAFETY 安全性

MAINTENANCE メンテナンス

MULTIMEDIA ナビ＆オーディオ



P.4－ 4DS 3 CROSSBACK  ACCESSORIES［価格表］
頁 品　　名 商品番号
標準希望小売価格
税込価格
（税抜価格）

取付
工数
（h）

備　　　　　考

15 リアマルチメディアシステム RMS101 \85,320
（\79,000）

1.0 タッチスクリーン専用ナビゲーションに対応したDVDプレイヤー内蔵10.1型モニターです。
※本製品を使用するためには、タッチスクリーン専用ナビゲーションの装着が必要です。

15 セルスタードライブレコーダー CSD670FH \31,320
（\29,000）

0.7

15 高性能ハイビジョンドライブレコーダー
Smart Reco WHSR510 \37,600

（\34,815）
1.0 GPSモジュール付属

15 ドライブレコーダー用　後方カメラ WHSR311 \16,200
（\15,000）

1.0 WHSR510専用リアカメラ

－ モバイル車載ホルダー 1625935180 \11,988
（\11,100）

－ タブレットや液晶モニターなどを固定できる汎用ステー。後部座席専用、ヘッドレスト
固定式

品　　名 商品番号
標準希望小売価格
税込価格
（税抜価格）

取付
工数
（h）

備　　　　　考

スマートフォンホルダー SPHD01 \12,960
（\12,000）

－ 単四形乾電池2本付属。ドリンクホルダー固定式のため、ドリンクホルダーは使用で
きなくなります。

品　　名 商品番号
標準希望小売価格
税込価格
（税抜価格）

取付
工数
（h）

備　　　　　考

USB電源ポート ADUSB101 \7,776
（\7,200）

1.2

スマートフォンやタブレットなど、USB に対応した機器の充電に使用できる埋め込
みタイプの電源ポートです。
電源電圧：DC12V、DC 出力電源：DC5V、出力電流：2.1A×2 ポート（合計
4.2A）、使用温度範囲：-20℃～+70℃、ヒューズ容量：7.5A

MULTIMEDIA ナビ＆オーディオ
プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社
フリーダイヤル0120-55-4106 DS オフィシャル ウェブサイト

9:00～ 19:00
（年中無休） www.dsautomobiles.jp

●掲載価格は2019年6月現在の標準小売価格であり、消費税が含まれております。●価格には、取付工賃、塗装代などは含まれていません。●価格及び品番は予告なく変更する場合があります。
また予告なく販売終了となる場合がありますのでご了承下さい。●掲載写真の色は印刷インキの関係上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
●掲載写真については実際の商品と異なる場合があります。●掲載写真の車両は日本仕様と異なる場合があります。●商品の装着によって自動車検査証の記載事項変更手続きを必要とする場合があります。
●助手席エアバックを装備している車両でのチャイルドシート等の使用は、万一の場合危険です。後部座席でご使用下さい。

No.ABDS341 用


