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「NEW DS 3」「NEW DS 3 CABRIO」を発売開始 
新生ブランド「DS」を象徴するダイナミックなDS WINGを纏ったプレミアムコンパクト、259万円より 

 

プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社（本社：東京都渋谷区、 

社長：クリストフ・プレヴォ）は、DS Automobiles の 3 ドアハッチ

バック「NEW DS 3」、ならびに電動ソフトトップ搭載のオー

プンモデル「NEW DS 3 CABRIO」を 6 月 1 日から全国の

シトロエン ディーラーネットワークより発売開始いたします。 

 

DS Automobiles のブランド立ち上げにともない、DS 4 と

DS 5 に続き、最もコンパクトかつ最も人気の高い「DS 3」

が、DS WING と称するフロントグリルを纏いデビューしま

す。これで国内すべての DS モデルがダブルシェブロンか

ら DS エンブレムへとフェイスリフトされ、新生 DS ブランド

のラインナップが出揃いました。 

 

DS 3 の最大の特長は、“ビークルパーソナリゼーション”にあります。ルーフの形状やボディカラーコン

ビネーション、トランスミッションなどを含めると、最大 55 パターンの中から自分だけの 1 台をチョイスし

て乗る人の個性を際立たせる自由で独創的なコンセプトが人気で、2010 年のデビュー以来、世界で

40 万台近くを販売する DS の基幹モデルとなりました。さらにシャークフィンと呼ばれるサイドピラーや、

ルーフが宙に浮いているように見えるフローティングルーフ、LED を巧みに組み合わせた 3D のリアラ

ンプなど、DS 3 には遠くからでも一目でわかる個性的なデザインも特徴的です。6 速マニュアルトラン

スミッションの Sport Chic や、高速走行時でも開閉ができる電動ソフトトップ装着の NEW DS 3 

CABRIO を含む全 4 モデルがニューフェイスへと変更されています。また LED のフォグランプやシフト

レバーなど、全体的に質感をアップさせながら価格は据え置き（Sport Chic はマイナス 6,000 円）としています。 

 

■ NEW DS 3 主な特長 

 乗る人の個性を際立たせる“ビークルパーソナリゼーション”と独創的なボディデザイン 

 DS ロゴが配された新しいフロントグリルと鮮やかな光彩を放つ DS LED Vision 

 コンパクトながらディテールとクオリティにこだわったスポーティなインテリアデザイン 

 マニュアル車からオープントップのカブリオタイプまでを取り揃えた幅広いラインナップ 

 新デザインのアロイホイールや新色のルーフカラーを追加 

 

■ NEW DS 3 価格とスペック 

モデル名 
エンジン 

排気量 

ﾄﾗﾝｽ 

ﾐｯｼｮﾝ 
最高出力 シート 

車両本体価格 
（消費税込） 

NEW DS 3 
Chic 

直列 3 気筒ﾀｰﾎﾞ 
1,199cc 

EAT*6 
81kW/5,500rpm 

(110ps) 

ファブリック 

ミストラル 

¥2,590,000 

NEW DS 3 Chic 
DS LED Vision 
Package 

¥2,740,000 

NEW DS 3 
CABRIO Chic 

¥3,040,000 

NEW DS 3  
Sport Chic 

直列 4 気筒ﾀｰﾎﾞ 
1,598cc 

6MT 
121kW/6,000rpm 

(165ps) 
ダイナミカ＆ 

ﾌｧﾌﾞﾘｯｸﾐｽﾄﾗﾙ 
¥2,990,000 

*Efficient Automatic Transmission 
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■デザインとスタイリング 

DS 3 を大きく印象づけるサイドビューのシャークフィンデザ

インや、ルーフが宙に浮いたようなフローティングルーフ、リ

アの 3D コンビネーションランプなどは踏襲されつつ、NEW 

DS 3 はフロントフェイスが大幅に変更されました。DS 4 や

DS 5 同様、DS WING と呼ばれる新デザインが採用されて

います。新ブランド DS Automobiles の象徴としてフロントグ

リルには DS ロゴが配され、ダイヤモンドのような LED ラン

プが鮮やかな光彩を放つ DS LED VISION が、このモデル

の個性にさらに磨きをかけています。 

 

■コックピットとインテリア 

水平ラインを基調としたダッシュボード、スリットから射す外光

がアクセントとなる 3 連メーター、ホールド性に優れたバケット

タイプのシート形状など、NEW DS 3 のインテリアはコンパク

トカーでありながら素材とデザインが吟味され、ラリーカーとし

て活躍するスポーティさと、プレミアムブランドとしての上質感

を追求しています。またトランクスペースはクラストップレベル

を誇る 270ℓ（VDA 方式／CABRIO は 230ℓ）を確保、6：4 分割可倒

式でフレキシブルに対応します。 

 

■パワートレイン 

NEW DS 3 には 2 つのエンジンとトランスミッションを搭載し、

爽快でダイナミックなハンドリングを実現しています。またすべ

てのモデルに信号待ちなどの停車時に自動的にエンジンを停

止、再始動するストップ＆スタート機能を採用し燃費を向上さ

せています。 

 
NEW DS 3 Chic/ Chic DS LED Vision Package/CABRIO 

上記 3 モデルには 1.2ℓ Puretech 3 気筒ターボエンジンを搭

載しています。インターナショナル・エンジン・オブ・ザ・イヤー

に輝いたグループ PSA 開発の軽量かつコンパクトなこのエン

ジンは、優れた回頭性とボディの軽量化を実現しながら低回

転域から力強いトルクを発生し、パワフルかつ優れた燃費性

能(19.8km/ℓ:JC08 モード)を実現しています。組み合わされるトラン

スミッションは最新のオートマチック、6EAT*で、素早くダイレ

クトなシフトフィーリングをドライバーに提供します。 
*Efficient Automatic Transmission 

 
NEW DS 3 Sport Chic 

一方、Sport Chic には 1.6ℓ 4 気筒 DOHC ターボエンジンを

搭載しています。すべての回転域で効率のよい過給を行うツ

インスクロールターボチャージャーや可変バルブタイミング機

構(VVT)などの先進技術を採用し、自然吸気の 2ℓエンジン凌

ぐパワーとトルクを発揮します。組み合わされるトランスミッシ

ョンは 6 速マニュアルトランスミッション、ハイパワーを自在に

操るよりスポーティなドライビングが楽しめます。 
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■ NEW DS 3 CABRIO 

快適でハイセンスなデザインのオープントップモデル、

CABRIO も DS 3 の魅力のひとつです。昨年 10 月にパワー

トレインを改良、1.2ℓターボエンジンとオートマチックトランスミ

ッションを搭載したことで、女性や若年層を中心に人気を集め

カブリオタイプの販売比率が高まりました。コンパクトなオープ

ンモデルとしては初の 5 シーターを採用した NEW DS 3 

CABRIO は、スイッチを押すだけでセミオープン、フルオープ

ン、または任意の位置でルーフポジションを変えることができ、

その開閉時間はわずか 16 秒、さらに高速走行でも電動ルー

フは作動しますので、急な天候の変化にもフレキシブルに対

応します。ルーフカラーはブルー、DS モノグラム、ブラックに

加えて新色のエメラルドも追加、パーソナリゼーションの幅が

さらに広がりました。また、NEW DS 3 CABRIO はリアガラス

周りのキャンバスもルーフカラーと同色になり、よりアクセント

を強調させています。さらにルーフサイドの補強やトランクル

ーム上部の補強材などによりボディ剛性も向上させています。 

 

■ その他の変更点 

－新色の追加 

カブリオタイプに新色のエメラルドルーフが追加された他、ハ

ッチバックタイプの Chic と Sport Chic にも新色のエメラルド、

さらに上品なブラウン基調のブラン トパーズがルーフの新色

としてラインナップされました。 

－新ホイールデザイン 

Chic、Chic DS LED Vision Package、さらに Chic CABRIO

は 16 インチアロイホイールのデザインも一新されています。 

－新シフトレバーデザイン 

EAT6 搭載車（Chic、Chic DS LED Vision Package、Chic 

CABRIO）のシフトレバーデザインが変更、マニュアル車同様

ハイグレードなレザーを使用しています。 

 

■ セーフティ&ドライビングサポート機能 

NEW DS 3 には正確なハンドリング性能とスタビリティが生む優れた危険回避能力を備えています。

時速約 5km～30km の間に走行中、フロントウィンドウ上部に内蔵されたレーザーセンサーが前方の

車両や障害物を検知し自動的にブレーキを作動させるアクティブシティブレーキ*や、コーナリング時に

自動的に車体姿勢を補正する ESC（エレクトリックスタビリティコントロール）、3％以上の勾配のある坂道でブレ

ーキペダルを離しても制動力を維持するヒルスタートアシスタンス*などのセーフティ＆ドライビングサポ

ート機能を装備しています。（Chic LED Vision Package、CABRIO Chic に装備）  

 

■ DS ブランド 
DS ブランドは、プレミアムカー市場にフランスの自動車メーカーを再構築することを目指して 2014 年 6 月 1 日シトロエンから独立し、パリ

で正式に発足しました。 1955 年創業の DS のイノベーションとアヴァンギャルドという DNAを受け継ぎ、フランスが誇る最高のノウハウを体

現しています。クルマを通して個人のパーソナリティを表現したいお客様を意識したデザインで、DS 3、DS 4、DS 5 の３つのボディタイプを

軸にラインナップを展開、優れたスタイリング、感性豊かなデザイン、ディテールへのこだわり、そして先進テクノロジーが DS の存在をさらに

際立たせています。ヨーロッパ各地の DS 販売拠点に加え、DS サロン（シトロエン系列の専門ショールーム）を介した独自の販売ネットワー

クで中国にも展開。カスタマーにとって、DS は単なる製品としての車でとどまることなく、エクスクルーシヴでプレミアムなサービス各種へと繋

げるブランドエクスペリエンスを象徴する存在となっています。ブランド発足以来、DS の販売台数は世界で 60万台を超えています。 
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■諸元表 

 

 
 

通称名 NEW DS 3 Cabrio

機種名
Chic

Chic DS LED Vision package
Sport Chic Chic

タイプ 3ドアハッチバック

型式 ABA-A5CHN01 ABA-A5C5G01 ABA-A5CHN01

ハンドル

トランスミッション 6速オートマチック 6速マニュアル 6速オートマチック

全長 mm

全幅 mm

全高 mm 1,460

ホイールベース mm

トレッド前 mm

トレッド後 mm

最小回転半径 m

車両重量 kg 1,170

乗車定員 名

型式 HN01 5G01 HN01

種類
ターボチャージャー付

直列3気筒DOHC

ターボチャージャー付
直列4気筒DOHC

ターボチャージャー付
直列3気筒DOHC

内径X行程 mm 75.0×90.5 77.0×85.8 75.0×90.5 

総排気量 cc 1,199 1,598 1,199

圧縮比 10.5 10.2 10.5

燃料供給装置

最高出力 kw(ps)/rpm 81(110) / 5,500 121(165)/6,000 81(110) / 5,500

最大トルク Nm(kgm)/rpm 205(20.9) / 1,500 240(24.5)/1,400-3,500 205(20.9) / 1,500

燃料および
タンク容量

L

燃料消費量 km/L 19.8 16.6 19.8

カーエアコン冷媒 種類

GWP値

使用量(g)

目標値 / 年度

動力伝達装置

クラッチ形式 3要素1段2相式 乾式単板ダイヤフラム式 3要素1段2相式

変速比　第１速 4.043 3.538 4.043

第２速 2.370 1.920 2.370

第３速 1.555 1.322 1.555

第４速 1.159 1.025 1.159

第５速 0.852 0.822 0.852

第６速 0.671 0.680 0.671

後退 3.192 3.307 3.192

最終減速比 3.679 3.562 3.679

駆動方式

ステアリング形式

ブレーキ形式 前

後

ABS

サスペンション 前

後

タイヤ 前・後 195/55 R16 205/45 R17 195/55 R16

ホイール 前・後 6.0J × 16 アロイ 7.0J × 17 アロイ 6.0J × 16 アロイ

燃料消費率はフランスの試験機関（UTAC）によるJC08モードでの測定値です。

実際の走行時には気象、道路、車両、運転、整備などの状況に応じて燃料消費量は変動します。

マクファーソン・ストラット式

1,200

前輪駆動

HFC134a

425g

GWP150 / 2023年度

ラック＆ピ二オン

ベンチレーテッドディスク

トーションビーム式

無鉛プレミアムガソリン・50

寸法・重量

エンジン

サスペンション

電子制御燃料噴射

ディスク

有

2,455

1,465

NEW DS 3

3ドアハッチバック

1,455

5.4

5

1,430

右

3,965

1,715

1,455
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■主な装備 

 

 
 
 

機種名 Chic Sport Chic
Cabrio

 Chic

6エアバッグ（フロント／サイド／カーテン） ● ● ●

助手席エアバッグキャンセルスイッチ ● ● ●

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付）

● ● ●

ESC （エレクトロニックスタビリティーコントロール) ● ● ●

ヒルスタートアシスタンス ● - ●

アクティブシティブレーキ ○ ● ●

フロントシートベルトプリテンショナー／フォースリミッター ● ● ●

シートベルトフォースリミッター　（後席左右） ● ● ●

チャイルドシートISOFIXアンカー（後席左右） ● ● ●

バックソナー ● ● ●

フロントソナー - ● -

トランスポンダー式盗難防止イモビライザー ● ● ●

盗難防止アラーム - ● -

オートドアロック ● ● ●

ストップ＆スタート ● ● ●

タイヤ空気圧警告灯 ● ● ●

ハロゲンヘッドライト／フロントLEDランプ ● - -

DS LED VISION（バイキセノンヘッドライト&LEDランプ） ○ ● ●

オートヘッドライト ● ● ●

フロント(LED)＆リアフォグランプ ● ● ●

雨滴感知式オートワイパー／リアワイパー ●／● ●／● ●／-

熱線入り電動格納式ドアミラー ● ● ●

スーパーティンテッドガラス（後席サイド／リア） ● ● ●

クロームエキゾーストエンド ● デュアル ●

リアルーフスポイラー - ● ●

ハイマウントブレーキランプ ● ●(クリアレンズ) ●

電動ソフトトップ - - ●

革巻ステアリング ● ● ●

クルーズコントロール（スピードリミッター機能付き） ● ● ●

オートエアコン（花粉フィルター付き） ● ● ●

自動防眩式ルームミラー ● ● ●

運転席ワンタッチパワーウィンドウ
（挟み込み防止機構付き）

● ● ●

助手席パワーウィンドウ ● ● ●

12V電源ソケット （センターコンソール） ● ● ●

アルミペダル - ● -

照明付バニティミラー ● ● ●

ドアステップガード　(アルミ調) ● ● ●

ダッシュボードカラー ノアール カーボテック ノアール

シート表皮（カラー）
ファブリック
（ミストラル）

ダイナミカ＆
ファブリック
（ミストラル）

ファブリック
（ミストラル）

シートハイトアジャスター（運転席／助手席） ●／- ●／● ●／-

6:4分割可倒式リアシート ● ● ●

フロアマット - ● -

6スピーカーAM/FMチューナー付CDプレイヤー／USB ● ● ●

アロイホイール　モノトーン　16インチ　Aristée ● - -
アロイホイール　ツートーンノアール　16インチ　Aristée ○ - ●

アロイホイール　ツートーンノアール　17インチ　Aphrodite - ● -

スペースセーバースペアタイヤ ● ● ●
●：標準　　　○：DS LED Visionパッケージ

セーフティ/セキュリティ

エクステリア

インテリア

シート

オーディオ

足回り
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■ カラーコンビネーション 

 

 
●標準設定 

 

Chic

ボディカラー ルーフ ドアミラー ファブリックシート ダッシュボード アロイホイール ホイールセンターキャップ

ブラン バンキーズ ブラン トパーズ ブラン トパーズ ブラン トパーズ

ジョーヌ ペガス ノアール オニキス ノアール ペルラネラ ジョーヌ

ブルー アンクル ブラン オパール ブラン オパール ブラン

ルージュ ルビ ブラン オパール ブラン オパール ブラン

Chic DS LED Vision Package

ボディカラー ルーフ ドアミラー ファブリックシート ダッシュボード アロイホイール ホイールセンターキャップ

ブラン トパーズ ブラン トパーズ ブラン トパーズ

ノアール オニキス ノアール ペルラネラ ノアール

● ブラン トパーズ ブラン トパーズ ブラン トパーズ

エメラルド エメラルド エメラルド

● ノアール オニキス ノアール ペルラネラ ノアール

● ブラン トパーズ ブラン トパーズ ブラン トパーズ

エメラルド エメラルド エメラルド

ブラン オパール ブラン オパール ブラン

ブラン トパーズ ブラン トパーズ ブラン トパーズ

ノアール オニキス ノアール ペルラネラ ノアール

● ブラン オパール ブラン オパール ブラン

ノアール オニキス ノアール ペルラネラ ノアール

● ブラン オパール ブラン オパール ブラン

● ノアール オニキス ノアール ペルラネラ ジョーヌ

ブラン オパール ブラン オパール ブラン

ブラン トパーズ ブラン トパーズ ブラン トパーズ

ノアール オニキス ノアール ペルラネラ ノアール

● ブラン オパール ブラン オパール ブラン

Sport Chic

ボディカラー ルーフ ドアミラー ダイナミカシート ダッシュボード アロイホイール ホイールセンターキャップ

ブラン トパーズ ブラン トパーズ ブラン トパーズ

ノアール オニキス ノアール ペルラネラ ノアール

● ブラン トパーズ ブラン トパーズ ブラン トパーズ

エメラルド エメラルド エメラルド

● ノアール オニキス ノアール ペルラネラ ノアール

● ブラン トパーズ ブラン トパーズ ブラン トパーズ

エメラルド エメラルド エメラルド

ブラン オパール ブラン オパール ブラン

ブラン トパーズ ブラン トパーズ ブラン トパーズ

ノアール オニキス ノアール ペルラネラ ノアール

● ブラン オパール ブラン オパール ブラン

ノアール オニキス ノアール ペルラネラ ノアール

ブラン オパール ブラン オパール ブラン

● ノアール オニキス ノアール ペルラネラ ジョーヌ

ブラン オパール ブラン オパール ブラン

ブラン トパーズ ブラン トパーズ ブラン トパーズ

● ノアール オニキス ノアール ペルラネラ ノアール

ブラン オパール ブラン オパール ブラン

Cabrio Chic

ボディカラー ソフトトップ ドアミラー ファブリックシート ダッシュボード アロイホイール ホイールセンターキャップ

DSモノグラム ブラン トパーズ ブラン トパーズ

ブルー ブルー アンフィニ ブルー アンフィニ

ブラック ノアール ペルラネラ ノアール

DSモノグラム ブラン トパーズ ブラン トパーズ

● ブルー ブルー アンフィニ ブルー アンフィニ

エメラルド エメラルド エメラルド

ブラック ノアール ペルラネラ ノアール

● DSモノグラム ブラン トパーズ ブラン トパーズ

エメラルド エメラルド エメラルド

● DSモノグラム ブラン トパーズ ブラン トパーズ

ブラック ノアール ペルラネラ ノアール

● DSモノグラム ブラン トパーズ ブラン トパーズ

ブラック ノアール ペルラネラ ノアール

● ジョーヌ ペガス ブラック ノアール ペルラネラ ジョーヌ

● ルージュ ルビ ブラック ノアール ペルラネラ ノアール

ブルー ベリル

ジョーヌ ペガス

ルージュ ルビ

ブラン バンキーズ

ブラン バンキーズ

ブラン パール ナクレ

ノアール ペルラネラ

ブルー アンクル

ミストラル ノアール 16”　モノトーン

ミストラル ノアール
16”　ツートーン

ノアール

ノアール
16”　ツートーン

ノアール

ブラン パール ナクレ

ノアール ペルラネラ

ブルー アンクル

ブルー ベリル

ブラン バンキーズ

ミストラル

ミストラル カーボテック
17”　ツートーン

ノアール

ブラン パール ナクレ

ノアール ペルラネラ

ブルー アンクル

ブルー ベリル

ジョーヌ ペガス

ルージュ ルビ


