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プレスリリース　2019年11月28日

プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社（本社：東京都目黒区、社長：クリストフ・プレ
ヴォ）は、2019年11月30日（土）9時より、シトロエンの新カテゴリーMPV（マルチ・パーパ
ス・ヴィークル）BERLINGO（ベルランゴ）の特別仕様車Début Edition（デビューエディショ
ン）の第2回オンライン予約注文申込の受付を開始することを発表いたします。

第一回オンライン予約は5時間半で満枠に。急きょ生産枠を確保し追加販売を決定

“家よりも、家族がひとつになれる場所。”  
BERLINGO Début Edition 

好評につき、第2回オンライン予約 

11月30日（土）9時開始

10月18日（金）に日本デビューを果たし、翌19日（土）よりオンライン予約を開始した
BERLINGO Début Editionは予約開始5時間半という短時間で予約枠が満枠となりました。今回の
第2回オンライン予約は、お客さまから多くのリクエストをいただいたため、急きょ同モデルの
生産枠を確保し決定したものです。東京・二子玉川ライズで現在開催中のシトロエン体験無料
イベント「COMFORT LA MAISON CITROËN」（コンフォート・ラ・メゾン・シトロエン）のプレ
ス発表会にてシトロエン本社マーケティング部長、アルノー・ベローニにより発表いたしまし
た。
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家族がレジャーを楽しむためのクルマを創造したシトロエンが、ついにあたらしいBERLINGOを
日本でデビューさせます。シンプルで機能的なボディデザイン、”わかってる感”のあるセンス溢
れる実用的なディテールの数々、そしてスライドドア。これまで歴代モデルが欧州で成功をおさ
め、ベンチマークとされた家族と人々のためのレジャーアクティビティヴィークルです。そし
て、同時に、このきわめてプラクティカルなBERLINGOもまた、100年にわたり人々の”移動の自
由”と”自由な移動”を支え、それをコンフォート（快適）なものとすることを追求してきたシト
ロエンの最新作のひとつなのです。MPV、ミニバンとよばれるセグメントにおいてもコンフォー
ト性能という新たな価値を提案するシトロエンならではのモデルです。 

今回の予約受付により販売されるBERLINGO Début Editionは先のオンライン予約のものと、まっ
たく同一のモデルとなります。同車両は、12月1日（日）まで東京・世田谷区の二子玉川ライ
ズ・ショッピングセンター ガレリアにて開催されているシトロエンブランド体験無料イベント
「COMFORT LA MAISON CITROËN（コンフォート・ラ・メゾン・シトロエン）」にて展示をし
ており、この会場が現在のところ唯一実車を体験いただける場となっております。 

なお、1回目のオンライン予約にてご注文されたお客様のご納車は2020年初旬より順次、今回の
2回目のオンライン予約分は2020年春から順次の予定となっております。また、カタログモデル
としての本格導入は2020年第3四半期を予定しています。

12月1日（日）まで東京・世田谷区の二子玉川ライズにて展示中

シトロエンのDNAが創った、あたらしい家族のためのクルマのかたち

BERLINGO Début Edition  第2回オンライン予約について
11月30日（土）9時よりオンライン予約にて販売いたします（予約は予告なく終了となる場合が
あります）。サイトで希望色と希望ディーラーを選択し、商談の予約権を取得していただき、
ディーラーにて契約となります。なお、申込金の支払いはありません。
受付期間　　　： 
対象店舗　　　： 
予約サイトURL：

2019年11月30日（土）9：00～ 

全シトロエンディーラー　　　 
https://web.citroen.jp/berlingo-booking/ 

BERLINGO Début Editionを展示中の「COMFORT LA MAISON CITROËN」について
開催期間：  

イベント会場：            　　　 
　　　            　　 

イベントURL：

開催中～12月1日（日）11:00～19:00 

二子玉川ライズ・ショッピングセンター 
ガレリア・イベントスペース 
東京都世田谷区玉川2-21-1 

www.citroen.jp/comfort_la_maison/

※以下は10月18日に公開したBERLINGO Début Editionローンチプレスリリースの再掲です。

https://web.citroen.jp/berlingo-booking/
https://web.citroen.jp/berlingo-booking/
http://www.citroen.jp/comfort_la_maison/
http://www.citroen.jp/comfort_la_maison/
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欧州でたくさんの荷物を詰め込み、家族や友人とともに趣味に旅行にへと誘う、いわゆるレ
ジャーアクティビティヴィークルとよばれるセグメントはシトロエンが約22年前に創造いたし
ました。以来、BERLINGOはこの分野におけるアイコンとして知られており、一部地域ではネッ
ト検索を”ググる”と呼ぶのと同じような意味合いでBERLINGOという名前が使われているほどで
す。スライドドアにBERLINGO独自の3座独立リアシートや、Modutop®マルチファンクション
ルーフ、独立して開閉可能なリアガラスハッチ、多彩な収納スペースなどにより、BERLINGOの
名前は、万能性と実用性を想起させるのです。そして初代モデルが1996年にデビューして以
来、330万台を超える販売を記録しています。 

アクティブなライフスタイルのパートナーとして、個性溢れる選択として、”足るを知る”シン
プルなクルマとして、広大なスペースと実用性をスタイルとコンフォート（快適性）とモダン
さを求めるカスタマーがもとめるシトロエンならではの、シトロエンだけの個性を、具現化い
たしました。”INSPIRED BY YOU”のブランドタグラインに誠実に、人々の想いに寄り添い、あ
らゆる要素において、すべての乗員がより良く快適な移動を楽しめるようヒューマン・オリエ
ンテッドな視点をもって開発されました。そして明るくルーミーなインテリアと気の利いた多
彩な収納スペースは、モダンでグローバルな、文化国籍を問わず誰もが味わえる快適性をシト
ロエン独自のテクノロジーで実現するCitroën Advanced Comfort®プログラムの成果といえるで
しょう。 

BERLINGOは2018年2月にジュネーヴモーターショーにて発表されて以来、きわめて多くの関心
をお客様からいただいており、コールセンターへの商品問い合わせの多くが本モデルの日本導
入に関することでした。そのご期待に応えるべく、2020年Q3に予定する正式導入に先立ち、
BERLINGO Début Edition（ベルランゴ・デビューエディション）として特別仕様車を先行発売い
たします。BERLINGO Début Editionのデリバリーは2020年1月以降順次となります。 
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概要：抜群の収納力とコンフォート性能を最新シトロエンのデザインで

強烈な個性：あたらしさを表現するボディスタイリングと最新シトロエンのデザインコード 
たくましさ、力強さをくまなく表現しつつ、”どこにでも行けて、なんでも楽しめる”他に似るも
ののないパーソナリティをかつてないほどのあたらしさで具現化したのがこのBERLINGOです。前
進させたフロントスクリーン、短く高く設定されたフロントエンド、取り回しを向上させる短い
フロントオーバーハング。これらはグループPSAの定評ある新世代プラットフォームEMP2を採用す
ることで実現いたしました。現在のシトロエンのデザインコードのひとつ、2段がまえのポジショ
ニングライトとヘッドライト、フォグランプをラウンドしたノーズ部分に配し、Airbump®をドア
の下部に配しました。全長4,403mm×全幅1,848mm×全高1,844mm×ホイールベース2,785mmの国
内でも取り回しがしやすいサイズとなっています。 

楽しさもみんな平等：毎日使って毎日が楽しい、両サイドスライドドアとリア3座独立シート 
BERLINGOのリアドアはスライドドアを採用。広大な開口部とドア開閉時の省スペースが魅力で
す。リアシートは幅の等しい3座独立式。リアシートも平等に移動をお楽しみいただけます。こ
のシートは個別に折畳みが可能となっており、もちろんこの3座にはそれぞれISOFIXフックが装
備されています。 
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広大なラゲッジスペース：最大2126ℓ、最長2.7mの長尺ものを飲み込みクラスをリード 
シートのファブリックを貼り込んだリラックス感あるリビングのようなインテリア。Magic Flat
（マジック・フラット）と呼ばれる機能でワンタッチでフルフラット状態にすることが可能で
す。長さ＝奥行きは、5人乗り状態で1m、2人乗り状態で1.88m、助手席を倒せば最長2.7mの長尺
に対応。容量は、5名乗車時でトノカバー下597ℓ、2列目シートを倒した最大積載状態では2126
ℓとなります（容量はVDA欧州参考値）。 

28ヶ所のストレージスペース：合計186ℓのストレージ、使い方は工夫次第。 
BERLINGOには合計28もの収納スペースを用意しています。一例を挙げるならModutop®と呼ばれ
るルーフ部分の収納スペース。ルーフの大半をガラスとするパノラミックルーフと収納スペース
を融合させたこれは、フロントルーフ部分に収納トレイを設け、さらに中央部にはBag in Roof
（バッグインルーフ）として最大14ℓまでのバッグを収納可能になっています。Modutop®は電
動サンシェード付きで夏場の室内温度上昇を和らげます。またルーフアーチ中央部には調整可
能なムードライトが備わっています。 

ユーティリティ：車内での“よりよい暮らし”のためのCITROËNの智慧
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さらにリアシート頭上後方には容量約60ℓのリアシーリングボックスを配置。後席およびリア
ゲート側の両方からアクセス可能です。インストルメントパネルやドア内側などにシトロエンら
しい気の利いた収納スペースを用意しています。 

巨大なリアゲートはガラス部分のみを個別で開閉することが可能。テールゲートを開けずにガラ
スハッチから簡単にアクセスでき、狭いエリアでもリアスペースを利用できます。また、フレキ
シブルラゲッジトレイの高さをミドルポジションにすることで、ラゲッジスペースを上下に分割
させることが可能。ガラスハッチとリアゲートで荷物を完全にセパレートし使い分けることが可
能です。巨大なテールゲートはアウトドアでタープ代わりにも。 

助手席側グローブボックスもまた大きな収納スペースになりました。Topboxと名付けられたこれは
ダッシュボード上面をふた付きのストレージとして使えるようにしたもの。助手席エアバッグを
ルーフ部分から展開するようにしたため、11.8ℓのスペースが生まれました。 
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安全もまた、コンフォート性能のひとつ：セーフティ＆ドライビングアシスト 
現代のモビリティを語る上で、先進運転支援機能（ADAS）と安全性もまた、極めて重要です。ラ
イバルを大きく凌駕する安全装備、快適装備がBERLINGOの魅力の一つとなっています。これら機
能を余すところなく搭載しており、ユーロNCAPなどの世界各国の安全基準をクリアしています。 

・アクティブクルーズコントロール（ストップ機能付き） 
前車追随型クルーズコントロールを装備。渋滞時の加減速にも対応しています。30～180km/hで作
動し、前車が停止した場合、停止まで対応します。 

・アクティブセーフティブレーキ 
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ブレーキを作動
させます。車両および歩行者を検知し、作動範囲は5～80km/hとなっています。 

・レーンキープアシスト 
車載カメラが車線を検知し、ウィンカー操作がない状態で車線からはみ出しそうになると、自動
的にステアリングに反力を生じさせ、元の車線へと戻します。 

・パークアシスト 
パークアシストとバックカメラを搭載いたしました。パークアシストは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およびブレーキ操作だけで駐車できるため運転操作の負担が軽減されます。
バックカメラは後進の際に車輌後方の状況をタッチスクリーンに自動で写し出します。距離や角
度が認識できるガイドラインと俯瞰映像により周囲の状況が手に取るように把握できます。 

・ブラインドスポットモニターシステム 
走行中、斜め後方のブラインドスポット（死角）に存在する後続車輌を超音波センサーが感知。
ドアミラー内にオレンジ色の警告灯を点灯させます。 

・インテリジェントハイビーム 
マルチファンクション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、対向車を幻惑することなく、常に最適な
前方視界を確保します。 

・トラフィックサインインフォメーション 
制限速度および進入禁止に関する道路標識をマルチファンクションカメラが読み取り、インスト
ルメントパネルに表示。制限速度はドライバーが任意でクルーズコントロールまたはスピードリ
ミッターに連動させることが可能です。 

安全性能：セグメントをリードする最新の安全性能
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・フロント、バックソナー／トップリアビジョン 
バックする際に車輌後方の状況をタッチスクリーンに投影します。またステアリング操作による
距離や車輌の進行方向の表示、および俯瞰映像により精度の高い表示を提供します。 

・ドライバーアテンションアラート 
マルチファンクションカメラにより、車線に対するふらつきを検知し、居眠り防止の警告を発し
ます。 

コンフォートなドライビング体験：先進の1.5ℓクリーンディーゼル＋EAT8 
パワートレインはシトロエンとしては初搭載となるグループPSAの最新世代クリーンディーゼルエ
ンジンDV5型（アイドリングストップ付き）にアイシン・エイ・ダブリュとの共同開発による電子
制御8速オートマチックトランスミッションEAT8を組み合わせています。ディーゼルとは思えない
軽快な吹け上がりとドライバビリティ、低回転からの高いトルク、最新の排気浄化システム（酸
化触媒、SCR選択還元触媒、DPF微粒子フィルター）による極めて高い環境性能を誇ります。 

・軽量、高剛性、高いポテンシャルと汎用性で高評価を得ているグループPSAの中核 
　プラットフォームEMP2をベースに使用し、リアは前モデルの改良バージョンとの組み合わせ 
・先進の1.5ℓターボチャージャー付きクリーンディーゼルDV5エンジン 
・最新世代電子制御8速オートマチックトランスミッションEAT8で燃費性能を向上 

また、シャシーはCitroën Advanced Comfort®プログラムに基づき、真のシトロエンライドを実現す
べくセッティング。あらゆるコンデションでドライバーと同乗者が等しくコンフォートで楽しい
移動を享受できるようになっています。なお、BERLINGO Début Editionにはグリップコントロールは
非搭載となります。 

ドライビング：欧州最先端クリーンディーゼルによる走りと環境性能の両立

価格は325万円（税込）：BERLINGO Début Editionはワングレード展開 
今回のBERLINGO Début Editionは、欧州仕様車をベースに各種オプション装備を標準とした特別仕様
です。ワングレード展開となり価格は325万円（税込）です。 

価格：325万円（税込）
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サーブル＊＊ ブランバンキーズアクアグリーン＊

BERLINGO Début Editionボディカラー

＊特別塗装色（有料オプション￥30,300） 
＊＊特別塗装色（有料オプション￥60,500）

ボディサイズ

モデル名 ボディ ドライブトレイン トランスミッション 税込価格

BERLINGO 
Début Edition

5ドアMPV 1.5 ℓ直列4気筒 
ターボディーゼル 
96kW/3,750rpm(130ps) 
300Nm/1,750rpm

8速オートマチック
EAT8

3,250,000円

モデル名 全長 全幅 全高 ホイールベース

BERLINGO 
Début Edition

4403mm 1848mm 1844mm 2785mm

グレード構成

BERLINGO Début Editionは3色展開。ホイールは写真のブラックになります。

※なお、BERLINGO Début EditionはApple CarPlay™、Android Auto™のスマートフォン接続機能に対
応しています。
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1919 年の創業以来、インターナショナルなフルライン自動車ブランドとして、堂々と、そしてクリエイティブなアプ
ローチでつねにマーケットに臨んできたのがシトロエンです。個性溢れる特徴的なデザインとコンフォート性と先進技
術によって自動車のある幸せなライフスタイルの提案をするシトロエンの各車を通じて自動車産業に新たな風を吹か
せています。クルマに乗る人々とそのライフスタイルを真の意味で反映させたプロダクトを提供することを使命として
おり、ブランドのタグライン“Inspired by You”には、このフィロソフィーが込められています。シトロエンの製品は80
近い国々で販売されており、2018年にはおよそ105万台の販売数を記録いたしました。また、日本国内市場は2018年
度で前年比＋15％と好調に推移してします。ブランド100周年となる2019年の今年はフランス本国はもちろんのこと、
日本を含めた世界各国でさまざまな記念イベントが開催されます。

シトロエンについて

PRESS CONTACTS

プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社

報道関係以外のお問い合わせ　シトロエン コール TEL：0120-55-4106

広報室　TEL：03-6412-7362 
publicity@citroen.jp

※写真は一部欧州仕様車が含まれます。 

※Apple CarPlayは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 
　Android Autoは、米国およびその他の国で登録されたGoogle Inc.の商標です。
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