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NEW QUALITY, NEW PRESTIGE.

進化か、熟成か。

その表情は、内なる進化を映し出します。

フロントグリル中央でより強く存在を主張するライオンエンブレム、鮮烈な光を放つ先進のフルLEDヘッドライト。

全身に新しい活力と洗練を注ぎ込まれたプジョーの最上級モデル、508。

さらなるパフォーマンスを発揮する1.6ℓターボエンジンと新型6速EAT
＊1。

ドライビングをサポートする最新のデジタルタッチスクリーン、上質な感触で人を歓待するナッパレザーシート＊2。

時間がゆっくりと熟成をうながすように、このプレミアムモデルもまた、

新しい強さと、美しさと、品質をたずさえて、新たな日々へと走り始めます。

気高きセダン508、流麗なるワゴン508 SW。リニューアルデビューです。
＊ 1 新型6速EAT : 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　＊2 Griffe / SW Griffeに標準装備

NEW PEUGEOT 508 ＆ 508 SW 

PHOTO : 508　欧州仕様車
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香り立つ、グランドツアラーの血統。

PEUGEOT 508 ＆ 508 SW     

PHOTO : （左）508 / （右）508 SW　欧州仕様車
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豊かな時間を積み込んで、もっと遠くへ。

PEUGEOT 508 SW

PHOTO : 508 SW　欧州仕様車
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ASSERTIVE DESIGN

508の本質をそのフォルムは雄弁に語ります。

ゆったりと身構えたロングホイールベース＆ワイドトレッド。

卓越した高速巡航性能を思わせる美しく伸びやかなエアロダイナミクスボディ。

全身から立ちのぼるのは、身を託すに足る品質と信頼性です。

いくつもの国境を越え、山脈を越え、数百キロもの移動を日常とする欧州のグランドツアラーの血統。

新しいフロントフェイスを得た508のフォルムには、

それを名乗るにふさわしいエレガントな風格と、品質と、エレガンスが、息づいています。

PHOTO : 508　欧州仕様車
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PHOTO : 508　欧州仕様車

フロントフルLEDライトユニット
新しいフロントフェイスの最大のハイライトが、フロントのフル

LEDライトユニットです。ヘッドライト、ポジションランプ＆

ウィンカー、フォグランプからなるユニットはすべてLEDで

構成され、先進性と強い個性を生み出しています。またLED

ライトは明るさも照射範囲も大幅に向上。瞬時に反応する

ためトンネル進入時や夜間走行の安全性を高めます。光質

は自然光に近い白色で、目への負担を和らげます。さらに消費

電力もキセノンランプの65%、ハロゲンランプの50%で、

優れた省エネ性能も併せ持っています。また508セダンでは

テールライトもフルLED仕様となっています。ライオンの

爪鉤をモチーフにしたアグレッシブなデザインは、後続車に

鮮烈な印象を残します。

ダイナミックに進化したフロントフェイス
フロントフェイスは、さらなる風格を求めて一新されました。

ボンネットはより水平基調となり、ライオンエンブレムは

フロントグリル中央に。プジョーのシンボルはさらに強い

存在感を放ち、508のプレステージ性を高めています。また

フロントバンパー部もより立体的な造形に変わり、オーバー

ハングをサイズアップ。伸びやかでエレガントなフォルムは

さらに強調されています。508セダンはリアデザインも刷新。

ボリューム感あふれるバンパーにより、車体保護効果の向上

とともに、グラマラスな印象をより高めています。また静粛性

や燃費の向上のために、ボディは徹底した空気抵抗の低減が

図られています。ボンネットのウォッシャーノズルさえも取り

去られ、SWではルーフレールもルーフパネルと一体化され

ています。これらの結果、セダンは0.26、SWは0.27と

いう、このクラスではトップレベルのCd値を実現しています。

ASSERTIVE DESIGN
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INTELLIGENT COCKPIT

508のドライビングプレジャーは、そのコックピットから始まります。

センターコンソール最上部に新たに採用された最新のデジタルタッチスクリーン、クロノグラフから

モチーフを得た美しいメーター類、きめ細かなテクスチャーが上質感を醸し出すダッシュボード。

最新のデジタルテクノロジーとトラディショナルな趣が融合した特別の空間、

それは乗る人誰をも特別な高揚感へといざないます。

プレステージカーを駆る喜びを心から堪能するために。

PHOTO : 508 Griffe
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PHOTO : 508 Griffe　ナビ画面はハメコミ合成です。

精密なクロノグラフを思わせる美しいメーターパネル
クロームのリングで縁どられたメーターは、昼夜を問わず白

色のバックライトにより浮かび上がり、赤色の指針が鮮やか

な対比を見せています。中央にはマルチファンクションディス

プレイがレイアウトされています。燃費、走行情報、クルーズ

コントロールなどの多彩な情報が表示されます。

ヘッドアップディスプレイ＊

メーターパネル上部に設けられたポップアップ式の情報

ディスプレイです。走行速度、クルーズコントロール/スピード

リミッターなど、重要な走行情報をポリカーボネート製の

パネルに表示します。このディスプレイは運転中のドライバー

の視野の中に位置するため、前方から視線をそらさず情報

を読みとることができ、走行中の安全性を高めます。
＊Griffe / SW Griffeに標準装備

7インチタッチスクリーン
センターコンソール最上部に新たに配置された7インチの

タッチスクリーンには、ナビゲーション、オーディオ、ドライビング

設定などの操作系を集約。パネル下のメニューボタンとタッチ

パネルにより、スピーディかつ直感的な操作が可能です。

■ナビゲーションシステム＊

プジョー専用に開発されたオリジナルナビゲーションシステム

が採用されています。さまざまな条件に対応した10種類の

検索方法によって素早く正確に目的地を見つけることが

できます。また、16GBのSDメモリーに美しく見やすい

地図データを収録。3つ先までの分岐点を表示する機能や、

ハイウェイ入口などもわかりやすく表示します。さらに目的

地までの5通りのルートを同時に表示。その中から状況に

応じた最適なルート選択が可能です。
＊Griffe / SW Griffeに標準装備。Allure / SW Allureに

オプション設定

■メディア再生

AM/FMラジオはもちろん、スマートフォンなど音楽が

記録されたデジタルデバイスやUSBメモリースティック

などをUSBポートに接続することで再生できます。さらに

Bluetooth®接続も可能。様々なメディアに対応しています。

■ハンズフリー通話

携帯電話をBluetooth®接続することで、発信、受信、

通話履歴の表示などをタッチスクリーン上で行えます。

さらにステアリングホイール左右に設けられたスイッチに

よって、受信や通話音量の調整、通話の終了などの操作も

可能です。

■ドライビング設定

トリップコンピューター、ブラインドスポットモニター＊などの

設定を行えます。　＊Griffe / SW Griffeに標準装備

■各種設定

日時、言語、画面の輝度などの基本設定に加え、オーディオ

の音質などの調整や画面デザイン（2タイプ）の選択、ドア

ロック、ライトや照明などの機能設定が簡単に行えます。

スマートキー＆エンジンスタートボタン
キーフォブをポケットかバッグに入れておけば、ドアハンドル

に手を触れるだけでロックが解除されます。エンジンの

スタートと停止もプッシュ

ボタンを押すだけです。クルマ

を離れる際には再びドアハン

ドルに手を触れればドアが

ロックされます。
※車両に設置されているスマートキーのアンテナから発信される電波

が、植え込み型心臓ペースメーカーなどの医療機器に影響を及ぼす

可能性があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。

INTELLIGENT COCKPIT

メディア再生（ラジオ） ドライビング設定ハンズフリー通話 各種設定

PHOTO : 508 Griffe
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REFINED INTERIOR

端正、という言葉が最もふさわしく思える室内空間の仕上がりです。

ゆったりとしたスペース、上質な素材としつらえが生み出す洗練された佇まい。

とりわけ滑らかで柔らかな感触を持つナッパレザーシート＊は、最上級モデルにふさわしい

シックで落ち着いた雰囲気を醸し出しています。さらに優れた静粛性が、その高級感を

いっそう際立たせています。華美に走ることなく、本質だけを求めて創り上げられたその空間は、

いつまでもオーナーの愛着に応え続けることでしょう。
＊Griffe / SW Griffeに標準装備　一部に人工皮革やファブリックが使用されています。

PHOTO : 508 Griffe　ナビ画面はハメコミ合成です。
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PHOTO : 508 Allure

ロングホイールベースが生んだゆとりの室内空間
2,815mmというロングホイールベース。その恩恵は室内

空間に顕著に表れています。ヘッドクリアランス、ショルダー

スペースいずれをとっても十分なゆとりに満ちています。とり

わけ後部座席のニースペースは特筆に値するもので、長時間

のドライブでも快適に過ごせる空間となっています。

ファブリック＆ナッパレザー、2タイプのシートトリム
P0Hはセダン、OT ともに ::508、A 0luu8のrタイプの

モデルバリエーションで構成されています。シートは ::508

がセンター部にテクスチャーを施したブラック・ファブリック、

A 0luu8にはブラックとコイーバ（ライトブラウン）のrタイプ

のナッパレザーシートが設定されています。このナッパレザー

は厳選された高品質の牛革を使用したもので、滑らかで

上質な感触が特長となっています。また、すべてのモデルの

前席に電動アジャスト機能とe段階温度調節機能付きの

シートヒーター、電動ランバーサポートを装備。さらに

A 0luu8にはシートメモリー機能、一定時間膨張と収縮を

繰り返すアクティブランバーサポートも装備されています。

4ゾーン独立調整式オートエアコン
すべてのシートで最上の快適性を生み出すために採用された

最新のシステムです。運転席、助手席、後席左右の2つの

ゾーンで、それぞれ自由にエアコンの設定が行えます。温度

設定はもちろん、風量も調整可能。個々の乗員に快適な室内

空間を提供します。

大容量のトランクルーム
セダンは、ロングツアラーに必要不可欠な積載能力において

も、十分な実力を備えています。トランクルーム容量はP,Pℓ

とクラストップレベル。特に最大幅は約 , 21 mmと広く、

ゴルフバッグを横に積み込むことができます。6：2分割可倒式

の後席シートバックを折りたためば、ラゲッジフロアは

さらに広がり、容量は最大で, ,eH,ℓまで拡大します。その他

にも、ポップアップ式のカップホルダーや、室内各所に効果的

に設けられた収納スペースが、P0Hの快適性の欠かせない

要素となっています。　※容量数値はすべてVD 方式

ナイトドライブを優雅に演出する車内イルミネーション
乗車の際には、ドアミラーに組み込まれたLEDウェルカム

ライトが足元を照らし出します。フロントドアを開けると

カーテシーランプとフットウェルランプが点灯。さらにドライ

ビング中はアンビエンスランプが前席周りにほのかな光を

放ちます。この他にも、モダンなLEDを使用したフロント

シーリングランプとリアマップリーディングランプ、さらに

照明付きバニティミラーなど、様々なイルミネーションが

P0Hに流れる時間を演出します。

強い日射しを和らげるサンブラインド
後席サイドウィンドウとリアウィンドウ＊にはロール式の

ブラインドを装備しています。直射日光を和らげエアコンの

効率を高める他、後席のプライバシーを守ります。
＊OT のリアウィンドウには装備されません。

REFINED INTERIOR
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PHOTO : 508 SW　欧州仕様車
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STUNNING SPACE

508 SWに乗ること、それは美しい時間を手に入れることです。

豊かなキャビンとラゲッジスペースが生み出す優れた機能性はアクティビティの可能性を大きく広げ、

心躍るひと時をもたらします。さらにパノラミックガラスルーフから注ぎ込む陽光は、人生の輝きそのものです。

そして優れた品質感がみなぎるエレガントなフォルム。それはまるで、仕立ての良いコートのように、

あなたの品格と、センスと、ライフスタイルを物語る代弁者となることでしょう。

プジョー伝統のワゴンのトップレンジに位置する508 SW。

美しいワゴンは、美しい時間を載せて走ります。

PHOTO : 508 SW Griffe
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PHOTO : 508 SW Griffe　欧州仕様車

ワゴンとしてアレンジされた独自のプロポーション
広大なラゲッジスペースを生み出すために、508 SWのリア

セクションは流れるような独自のフォルムが与えられ、伸び

やかさも美しさもさらに強調されています。ルーフレールは

ルーフと一体化され、ボンネットからリアへと美しいラインが

連なります。またテールランプもセダンとは異なるデザイン

を採用し、SWとしての独自性をアピールしています。

パノラミックガラスルーフ
ルーフの幅一杯にリアシート頭上にまで及ぶ広大なガラス

ルーフです。まさに頭上すべてがガラスエリアで、類を見ない

開放感を生み出しています。ティンテッドラミネートガラスの

採用で熱や紫外線の透過は最小限に抑えられ、快適性にも

十二分に配慮されています。また室内側には電動サンシェード

を装備。スイッチ操作によってスライド位置を5段階で調整

でき、室内への採光をコントロールできます。

大容量、高機能のラゲッジスペース
508 SWの最大の特長は、ワゴンとしての優れたスペース

ユーティリティです。そのラゲッジスペース容量は通常時で

560ℓ、6:4分割可倒式の後席シートバックをすべて折り

たたむと最大で1,598ℓにまで拡大します。後席シートバック

STUNNING SPACE

PHOTO : 508 SW　欧州仕様車

はラゲッジルーム内のスイッチ操作によって、ワンタッチで

折りたたむことができます。その他にも格納式のトノカバー、

パッセンジャースペースへの荷物の飛び出しを防ぐラゲッジ

セパレーションネット＊、スイッチ操作だけで開閉可能な

エレクトリックテールゲート＊

など、優れた積載能力を安全・

快適に使うための高い機能を

備えています。
＊SW Griffeに標準装備

※容量数値はすべてVDA方式
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PHOTO : 508　欧州仕様車

DRIVING SENSATION

508で走れば、目的地までのプロセスすべてがエンターテインメントです。

さらなる進化と洗練を遂げた1.6ℓターボエンジンと新型6速EAT＊。

そのトルキーな特性とシャープなレスポンスによって、爽快な高速クルーズを堪能できるでしょう。

ワインディングロードであなたを魅了するのは、

プジョーならではの路面に吸い付くようなロードホールディングです。

目的地がどんなに遠くても、508なら心躍るドライブになるに違いありません。
＊新型6速EAT : 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
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PHOTO : 508　欧州仕様車

燃費、パワーともに進化した1.6ℓターボエンジン
シリンダー内に高圧化された燃料を直接噴射し高い燃焼

効率を発揮するダイレクトインジェクション、排気圧力を

2系統の回路に分けて効率よくタービンを駆動するツイン

スクロールターボチャージャー、そして連続可変バルブ

タイミング機構などを取り入れた、定評あるスポーツ志向の

エンジン。新しい508への搭載にあたりさらなる進化を

遂げています。200バールにまで高められた直噴システム、

ウォーターポンプやオイルポンプ作動の効率化、さらに徹底

的なフリクションロスの低減が図られ、パワー、燃費ともに

向上しました。最高出力は121kW（165ps）、最大トルクは

240Nm（24.5kg-m）。中でもわずか1,000rpmから

ターボ過給が始まり、1,400rpm時には最大トルクに達し、

それが3,500rpmまで持続するという強く間断のない

トルク特性によってダイナミックな加速性能を発揮します。

ストップ＆スタートシステム
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

＆スタートシステムを装備。不要なアイドリングを抑制し、

燃費向上に大きく貢献しています。また、ダッシュボード右下

のECOスイッチによってONとOFFを任意に切り替える

ことができます。

さらなる進化を遂げた新型6速EAT＊

実績と信頼性を積み重ねてきた6速ATにもさらなる改良が

施され、第3世代へと進化しました。内部の摩擦ロスの低減、

ロックアップ領域の拡大などによって、変速の滑らかさ、レス

ポンス、燃費ともに大きく向上しています。さらにギヤレシオ

もハイギヤード化され、燃費や静粛性に貢献しています。

また、マニュアルモードのシフトスピードも向上し、パドル

シフト操作でのよりスムーズでスポーティな走行を愉しむ

ことができます。
＊新型6速EAT : 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

前輪マクファーソンストラットサスペンション
508の前輪にはマクファーソンストラット方式が採用されて

います。プジョー伝統のチューニング技術が生み出す高度な

快適性とロードホールディングに加え、優れたハンドリング

性能をも実現。その落ち着いた風貌からは想像できない、

機敏でレスポンスに優れたドライビングプレジャーをもたら

しています。

後輪マルチリンクサスペンション
このシステムは強固なクロスメンバに組み込まれています。

クロスメンバは上下の動きに対しては柔軟性を持ち、左右の

動きに対しては剛性を持つという優れた特質を持ち、柔らかな

乗り心地と安定性という相反する特性を両立させています。

また車内側に傾斜したショックアブソーバとスプリングは

リア部分のスペース効率を高め、ラゲッジスペースの拡大

にも貢献しています。

エレクトロニックスタビリティコントロール（ESC）
トラクションコントロール、スタビリティコントロール、ブレーキ

アシスト、アンチロックブレーキシステム、EBD（電子制御

制動分配機能）などの電子制御システムで構成されるアク

ティブセーフティプログラムです。クルマがドライバーの意志

に反して危険な姿勢に陥ったと判断された際に、各システム

が連携しながら車体姿勢を補正し、ドライバーが意図した

コースへと戻します。滑りやすい路面ではグリップ力を高める

ためにスイッチ操作によって作動しない状態を選択できます

が、時速50kmを超えると自動的に作動状態に戻ります。

また、滑りやすい路面でスリップを抑えるスノーモーション

を搭載しています。このシステムは駆動輪のグリップ状態を

検知し、それに応じて最適なトルクを供給するようコント

ロール。濡れた路面や雪道、凍結路での発進加速時に威力

を発揮します。

DRIVING SENSATION

1.6ℓツインスクロールターボ付エンジン

6速EATメカニズムイメージ
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OPTIMUM SAFETY

高度な衝突安全性、ESCなどの先進のアクティブセーフティ機能、

そしてプジョー車生来の優れた危険回避能力。508の安全性はヨーロッパの公的機関からも

最上級の評価を得ています。それらとさらなる相乗効果を発揮するきめ細かなドライビングアシスト機能。

クルマの基本構造から人を直接サポートする先進のデバイスまでが有機的に結びつき、

安心感に満ちたドライビングプレジャーを支えています。

ブラインドスポットモニター検知イメージ

優れた衝突安全ボディと乗員保護機能
衝突安全性の根幹となるのがプジョー独自の3系統衝撃

吸収ボディです。正面衝突時のエネルギーは、メインの吸収

構造、下部吸収構造、上部吸収構造を通じて分散吸収され

ていきます。またフロントの円錐形のショックアブソーバは、

衝突の際には内側につぶれるようにプログラムされており、

その優れた衝撃吸収能力によって、エンジンルームをより

強固に保護します。さらにボンネットにはアルミニウム、

フロントウィングに複合素材を使用し、軽量化と同時に衝撃

吸収性を高めています。さらに運転席、助手席、フロント

サイド、カーテンの6エアバッグを装備。シートベルトは前席

にプリテンショナーとフォースリミッター、後席もすべて

フォースリミッターを備えています。ルームミラー部には5人

分のシートベルト装着表示灯が備えられ、警告音と警告

マークで乗員全員に装着を促します。

ブラインドスポットモニター＊

508に新たに採用された、最新のドライビングアシスト機能

です。バックソナーが車両斜め後方の死角に入ったクルマ

やバイクを検知。ドアミラーに組み込まれたオレンジ色の

ウォーニングランプを点灯し、ドライバーに注意を促します。
＊Griffe / SW Griffeに標準装備

コーナリングランプ
明るさも照射範囲も飛躍的に向上したLEDヘッドライトと

ともに、コーナー内側を照らし出すコーナリングランプに

よって、夜間走行の安全性をさらに高めています。フルLED

ヘッドライトユニットの外側には、より高速域をカバーする

コーナリングランプが組み込まれています。ステアリング

角度に応じて90km/hまでの速度域で点灯し、コーナー

内側を照らし出します。それを補完するように左右のフォグ

ランプは低速用コーナリングランプの機能も併せ持って

います。40km/hまでの速度域でウィンカーの作動とステア

リング角度に応じて点灯し、歩行者や自転車を照らし、夜間

走行の安全性を高めます。

インテリジェントハイビーム
ルームミラー部に取り付けられたカメラが常に前方の状況

を分析。先行車や対向車の有無、照明の状況などにより、

ハイビームとロービームを自動的に切り替え、対向車を眩惑

させることなく、常に最適な前方視界を確保します。

バックアイカメラ＆ソナー
シフトレバーをバックに入れると、バックアイカメラによる

後方の映像がタッチスクリーンに映り安全確認が行えます。

同時にリアバンパーに内蔵されたバックソナーが後方の

障害物との距離を検知し、障害物に近づくとタッチスクリーン

上のスケールに警告を表示。さらに近づくと警報音で知らせ

ます。また前方の障害物を検知するフロントソナー＊も装備

されています。　＊OrPTTI MUM S MOrPTTI に標準装備

エレクトリックパーキングブレーキ
停車してイグニッションをA FFにすると、自動的にパーキング

ブレーキが作動し、発進時にアクセル操作を感知すると自動

的に解除されます。坂道での駐停車時には勾配を検知して

制動力を自動的に調整します。

センターコンソール部のスイッチ

によってマニュアル操作に切り

替えることも可能です。

ヒルスタートアシスタンス
エレクトリックパーキングブレーキと連動した坂道発進

アシスト機能です。坂道でブレーキペダルから足を離した

後も約E秒間制動力が維持されるため、急な坂道でも安全

に発進することが可能。この機能は勾配がY％以上の坂道で

作動します。

YC



MODEL VARIATION

508 Allure

508 Griffe

ダイナミックなフォルムの内に上質な装備と品質を
身につけたスポーティセダン。

最上の寛ぎをもたらすインテリアと
最新の装備を充実させた上級モデル。

【主要装備】

■ファブリックシート 

■タッチスクリーン
■フロント電動シート（ランバーサポート／ヒーター付）
■フルLEDヘッドライト＆フォグランプ
■インテリジェントハイビーム
■バックアイカメラ＆バックソナー
■16インチアロイホイール 

【主要装備】

■ナッパレザーシート （運転席アクティブランバーサポート/

　ポジションメモリー/ウェルカムファンクション付）
■ヘッドアップディスプレイ 

■フロントソナー
■ブラインドスポットモニターシステム
■17インチアロイホイール
■ナビゲーションシステム

508 SW Allure

508 SW Griffe

優れたユーティリティがこころ躍る時間をもたらす
機能美あふれるスポーティワゴン。

SWラインの頂点に立つクオリティと
充実した装備を誇る上級モデル。

【主要装備】

■ファブリックシート
■タッチスクリーン
■フロント電動シート（ランバーサポート／ヒーター付）
■ フルLEDヘッドライト＆フォグランプ
■インテリジェントハイビーム
■バックアイカメラ＆バックソナー 

■16インチアロイホイール 

■パノラミックガラスルーフ（電動サンシェード付）
■ルーフレール

【主要装備】

■ナッパレザーシート （運転席アクティブランバーサポート/

　ポジションメモリー/ウェルカムファンクション付）
■ヘッドアップディスプレイ 

■フロントソナー
■ブラインドスポットモニターシステム
■17インチアロイホイール
■ナビゲーションシステム
■エレクトリックテールゲート

PHOTO : 欧州仕様車
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BODY COLOURS

INTERIOR ＆ SEATS

508 Allure / 508 SW Allure 508 Griffe / 508 SW Griffe

パール・ホワイト

アルタンス・グレー

ビアンカ・ホワイト ぺルラ・ネラ・ブラック

エジプシャン・ブルービスター

ブラック・ファブリック ブラック・ナッパレザー コイーバ・ナッパレザー

●：標準設定　○：受注生産

　
パール・
ホワイト＊

ビアンカ・
ホワイト

ペルラ・ネラ・
ブラック＊

ビスター＊
アルタンス・
グレー＊

エジプシャン・
ブルー＊

508 Allure ブラック・ファブリック ● ● ● ○ ● ●

508 Griffe
ブラック・ナッパレザー ● ● ● ○ ● ●

コイーバ・ナッパレザー ○ ○ ○ ○ ○ ○

508 SW Allure ブラック・ファブリック ● ● ● ○ ● ●

508 SW Griffe
ブラック・ナッパレザー ● ● ● ○ ● ●

コイーバ・ナッパレザー ○ ○ ○ ○ ○ ○

車種（シートカラー）

＊ 特別塗装色（有料オプション）となります。詳しくは販売店にお問い合わせください。

ボディカラー

PEUGEOT SERVICE いつでも、この上ない、安心感と便利さを。

ネットワーク

サービス＆サポート

ファイナンス

　 プロフェッショナルサポート
ディーラー各店では、プジョーを熟知したプロフェッショナルが、日頃のメンテナンスや車検などについてサポートします。
また、セールスアドバイザー、テクニカルアドバイザーの2部門で毎年コンテストを実施。
知識、接客、技術などあらゆる面でクオリティアップを図り、サービス向上に日々努めています。

　 新車3年保証
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。

　 ディーラーネットワーク
全国に広がる正規販売網プジョーディーラーネットワーク。フランス本国発信のコンセプトに基づいた
ブルーボックスショールームを展開しています。街並みに映える鮮やかなプジョーブルーは、安心とサービスの目印です。

　 延長保証
保証期間を1年または2年延長できる安心プログラムです。（有償オプション）

　 プジョーアシスタンス
お出かけ先の事故やトラブルに、24時間、365日体制で対応します。3年間無償で提供される路上緊急支援サービスです。

　 メンテナンスプログラム
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）

　 ファイナンスプログラム
車両ご購入時のオートローンやオートリースのほか、アクセサリーのご購入や不意のトラブルによる
修理費用にご利用いただけるサービスローンもご用意しています。

　 プジョーパスポート
車両代金の一部を据え置き、月々の支払額を抑えるスマートな特別ローンプログラム。プジョー車がぐっと身近な存在になります。

　 プジョーカード
充実した特典で、カーライフはもちろん、旅行やショッピングなど様々なシーンでオーナーをサポートします。
プジョーオリジナルデザインのETCカードもご用意しています。

●このカタログの掲載内容は2014年12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
変更することがあります。●受注生産車は通常より納期が遅れる場合があります。また、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、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のため
実際とは異なる場合があります。 プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社  東京都渋谷区東3丁目16番3号エフ・ニッセイ恵比寿ビル

（9：00～19：00 年中無休）0120-840-240

www.peugeot.co.jp Facebook公式ページ www.facebook.com/PeugeotJapon
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