
D S a u t o m o b i l e s . j p

モデルの詳細は
こちらからご覧ください。

本カタログの最新・訂正情報は
こちらからご覧ください。
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PHOTO：欧州仕様車

魅惑に満ちたパリは、伝統を重んじながらも革新を求めて進化を続ける。

パリに生まれ、パリのエレガンスを追求するDSもまた進化の歩みを緩めない。

その進取の精神が、また新たなSUVを生み出した。

DS 7  CROSSBACK E-TENSE 4×4。パリの美学と匠の技“サヴォア・フェール”が

創り上げたデザインはそのままに、プラグインハイブリッド4WDシステムを搭載。

ターボエンジンと2基の電動モーターを備えた先進のユニットは、

ドライバーの意思に瞬時に応える300ps＊のハイパワー、

あらゆる道を悠々と突き進む走破性、さらに優れた環境性能を実現。

ドライビングに新たな感動と自由をもたらす。美しさ、強さ、そして知性をひとつに。

未来を見据えたパリのハイパフォーマンスラグジュアリーSUVは、

新時代のエレガンスであなたを至福の時で包み込む。
＊システム合計最高出力（フランス本社公表値）

エレガンスの未来へ。

FUTURISTIC 
ELEGANCE

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4
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1.6ℓ PureTechガソリンターボエンジンと、フロントとリアに搭載した

2機の高効率電動モーターで構成されるE-TENSE 4×4のプラグインハイブリッド。

それは、優れた燃費性能を発揮しながら、システム最高出力300ps＊、最大トルク520Nm＊の

ハイパワーをもたらします。また、アクセルを踏んだ瞬間に立ち上がるトルク特性により、

0～100km/h、 5.9秒というスポーツサルーンにも匹敵する加速性能も実現しました。

発進から高速走行まで、アクセルワークに俊敏に応え、踏むほどに伸びてゆく

思いのままのドライブフィール。それは、純粋にクルマを操る歓びをもたらし、

ドライブをエレガントなエンターテイメントに変えていきます。＊フランス本社公表値

思いのままに操る優雅さを生む、ハイパワーユニット。

ELEGANT 
 PERFORMANCE

PHOTO：欧州仕様車
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E-TENSE 4×4は、フロントエンジン＆電動モーターとは独立した

リア電動モーターにより4輪を駆動。オンロードでの安定した走行はもちろん、

濡れた路面、ぬかるみ、雪道など、悪路での発進性と走破性を向上します。

ドライブモードで4WDモードを選択すれば、前後輪のグリップ状態に応じて

駆動力の配分を最適化し、安定したコーナリング走行も実現。

あらゆる道を悠々と駆け抜ける4WDの走行安定性は、

行動範囲を大きく広げるとともに、ドライビングに心の余裕をもたらします。

行動範囲を広げ、心の余裕を生む走行安定性。

ADVANCED 
4WD

PHOTO：欧州仕様車
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E-TENSE 4×4には、ハイブリッドユニットのパフォーマンスを

最大限に引き出す５つのドライブモードを採用しました。

エレクトリックモードでは、電動モーターのみを駆動させ、

ゼロエミッションでほとんど無音、さらに振動の少ないEV走行が可能に。

EV走行換算距離（等価EVレンジ）はWLTCモードで56km ＊。

日常的な移動をカバーします。さらに、ダイナミックな走りのスポーツモードや、

快適な乗り心地のコンフォートモードなど、走行シーンや好みに応じて

モードを選択することで、異なるドライビングプレジャーを堪能できます。

EV走行も可能にする5つのドライブモード。

5 DRIVING 
PLEASURE

5つのドライブモード

■ハイブリッドモード ：エンジンと前後のモーターを活用しながら、総合的に効率を高める走行モードです。

■ コンフォートモード ： DS アクティブスキャンサスペンション＊を作動させるモード。前方の路面の凹凸を常時
ハイスピードスキャンして、4輪のショックアブソーバーの減衰力をリアルタイムに最適化。快適な乗り心地と
静粛性、走行安定性を保ちます。

■スポーツモード ：主にエンジンを動力源としながら、状況に応じてモーターのパワーも活用し高出力を
引き出すモード。アクセルペダル、ステアリングのレスポンス、ギアシフトのタイミングを調整し、ダイナミックな
走りを可能にします。

■ 4WDモード ： 後輪も駆動させ4 輪のトラクションにより走行を安定させるモード。4輪それぞれのグリップ
状況をモニターし、最適なトラクションが得られるようにコントロールし、悪路や濡れた路面など様々な状況下で
走破性を高めます。

■エレクトリックモード ：電動モーターのみで走行するゼロエミッションモード。EVならではの静かで振動の
少ない走りが楽しめます。最高速度は135km/hです。

＊約13～130km/hで作動。夜間、霧、雨量が多い場合、雪などでは作動しません。

56km＊ EV走行換算距離
 （WLTCモード）

＊EV走行距離は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて走行距離は大きく異なります。

PHOTO：欧州仕様車

7 8



未来を走破するために。
プラグインハイブリッド4WDテクノロジー。

PLUG-IN 
HYBRID 4WD 
TECHNOLOGY

エンジン＆電動モーターによるフロント出力に対応するトランス

ミッションには、プラグインハイブリッド専用の電動対応型8速AT、

e -EAT8 ＊を搭載しました。電動モーターを組み込むために、トルクコン

バーターに代わり湿式多板クラッチを採用し、通常のトランスミッション

同様のサイズを実現。エンジンとモーターのスムーズな動力伝達や切り替

えを行い、あらゆる速度域で途切れのない加速をもたらします。ハイブ

リッドユニットのポテンシャルを最大限に引き出すトランスミッションです。

＊ 8速エレクトリック・エフィシェント・オートマチック・トランスミッション

電動対応型8速オートマチック、e-EAT8＊

搭載される1.6ℓ PureTechガソリンターボエンジンは、最高出力

147kW(200ps)/6,000rpm、最大トルク300Nm/3,000rpm。フロント

アクスルの高効率電動モーターは、最高出力81kW(110ps)、最大トルク

320Nm、リアアクスルは最高出力83kW(112ps)、最大トルク166Nm。

3つのパワートレインを効率的に組み合わせ前輪および4輪を駆動

します。モーターを動かすリチウムイオンバッテリーの容量は13.2kWhで、

バッテリーには6年10万kmの保証が付帯します。

プラグインハイブリッド4WDシステム

フレキシブルなモジュラー構造をもつ軽量高剛性のプラットフォーム、

EMP2 。エンジン、電動モーターと駆動バッテリーを効率的にレイアウト。

室内やラゲッジスペースを狭めることなく、優れた前後重量配分と低重心

を実現し、パフォーマンスと快適性を向上させています。

モジュラープラットフォーム、EMP2

減速時の運動エネルギーでバッテリーを充電、残量を回復する回生

ブレーキシステムを採用。ガソリン車のエンジンブレーキと同様のフィー

リングで充電するDモードと、より強いエンジンブレーキの感覚で効率的

に充電できるBモードが選択できます。

回生ブレーキシステム

2 

3 1 

5

6

4

1  1.6ℓ PureTechガソリンターボエンジン   

2  フロント電動モーター＋インバーター

3  e -EAT8ギアボックス

4 リチウムイオン トラクションバッテリー

5 リア電動モーター＋インバーター

6 オンボードチャージャー＋DC/DCコンバーター 
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PHOTO：欧州仕様車

リモートチャージング
■ 充電状況の確認  充電のオン/オフ、充電%、充電速度、走行可能距離、満充電までの残り時間をスマート
フォンで確認できます。

■ 充電予約  遠隔操作で充電を一時中断し、設定した時間に再開させることが可能。電気料金の安い夜間に
充電を開始したい場合などに活用できます。

プリコンディショニング
遠隔操作で車両のエアコンを作動させ、あらかじめ車内を快適な温度にすることができる機能。「すぐに
エアコンを作動させる」「曜日・時間を指定してエアコンを作動させる」の２通りの操作ができます。

電動モーターを駆動するバッテリーは、プラグを差し込むだけで快適に充電できます。

自宅では、付属の電源ケーブルを使用するコンセントタイプ（200V 3kW）や

ウォールボックスタイプ（200V 6kW/3kW）の普通充電器*が対応。

外出先では、ショッピングモールをはじめとする全国の充電ネットワークで気軽に充電が可能です。
＊ご自宅への充電器設置には別途工事が必要です。詳しくはDS正規販売店におたずねください。

駆動バッテリーを快適にチャージ

CHARGING &
e-REMORT CONTROL

  満充電  約5時間

満充電  約2.5時間＊

■ 充電時間の目安

＊6kWの場合。3kWでは約2倍の時間となります。

スマートフォンに無料のアプリ“My DS”をダウンロードし、E-TENSE 4×4と連携することで

２つの機能を使用できます。

eリモートコントロールシステム

コンセントタイプ普通充電器（200V 3kW） 

ウォールボックスタイプ普通充電器（200V 6kW/3kW）
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眩いばかりの煌めきを放つ３つのLEDモジュールが印象的なヘッドライトユニット。

シャープで彫りの深いサイドビュー。精巧なダイヤモンドカットが施されたテールライト。

人々の視線を惹きつけるエレガントなエクステリアデザインには、

E-TENSE 4×4ならではの演出が施されています。

ボディカラーには、上品な輝きを放つクリスタルパールを新たに設定。

ボンネットには専用バッジ、テールゲートには専用エンブレムを配しました。

スタイリングを引き締める大径20インチアロイホイール、

広大な開口部で室内に開放感をもたらすパノラミックサンルーフも装備。

佇んでいるだけで、そのパフォーマンスを静かに主張します。

秘めたパワーを気高く主張するエクステリア。

ELEGANT DESIGN

PHOTO：欧州仕様車
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パリが薫り立つ優雅なインテリア、リボリ。

伝統的な石造りの街並みに、一流ホテルやレストラン、ハイブランド

ショップが立ち並ぶパリの RI VOL I（リボリ）通り。E-TENSE 4×4の

インテリアは、このフレンチラグジュアリーを代表するリボリにイン

スパイアされた優雅な仕立てです。シートは気品あるパールグレーの

レザー。大胆な幾何学模様のステッチを効かせ、快適なフロントシート

ヒーター＆ベンチレーションも装備しました。さらに、クロームに

刻まれた精緻なクル・ド・パリ＊の文様、ダッシュボード上に現れる

B.R.M社製高級アナログ時計…。細部にまでフランス伝統の匠の技

 “サヴォア・フェール”が息づいています。ハイパフォーマンスを存分に

味わうための優雅なプライベート空間。ドアを開けた瞬間に感じる

パリの薫りが、これから始まるドライビングへの期待を高めます。
＊多数のピラミッドが連なっているように刻まれた精緻な文様。

INSPIRATION 
RIVOLI

PHOTO：欧州仕様車 ※日本仕様は右ハンドルとなり、一部仕様が異なります。
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PHOTO：欧州仕様車

DS コネクテッドパイロットは、トラフィックジャムアシスト付のアクティブクルーズ

コントロールとレーンポジショニングアシストを統合したセグメント初のシステムで

す。白線が明確な高速道路などにおいて、ドライバーに代わってアクセル、ブレーキ

操作を自動制御。前走車との車間を一定に保つとともに、車線内のポジションも

キープします。また前走車が停止した場合は自車も停止。3秒以内に前走車が再発進

した場合は、自動で再発進します。渋滞時のドライバーのストレスや疲労を軽減

します。

DS コネクテッドパイロット

車庫入れや縦列駐車の際に、シフトレバーのスイッチを押すだけで、駐車可能な

スペースを検知し、必要なステアリング、アクセル、ブレーキ、シフトチェンジ

操作のすべてをサポートします。気をつかう駐車時の運転操作からドライバー

を解放するシステムです。

※操作時にドライバーは十分な安全確認を行い、状況に応じて駐車プロセスを
中断するなどの判断が必要です。

DS パークパイロット

ステアリングコラム上部にある赤外線カメラが、ドライバーの頭部、瞳やまぶたの

動きを検知して、ドライブの疲れを監視。脇見や眠気の兆候を直接的に判別して

休憩を促します。

DS ドライバーアテンションモニタリング

3つの回転LEDモジュールとメインLEDプロジェクターで構成されたヘッドライト

ユニットは、車速とワイパー作動に連動して、6つの配光モードを使い分け、照射

位置や範囲などを自動的にコントロール。夜間走行の安全性を高めます。

［配光モード］
① パーキングモード ： 停車中
② 市 街 地 モ ード：ビーム幅を広げて、危険性の高い道路歩道側を照射。
③ 郊 外 モ ー ド：ビーム長を伸ばし、危険が潜む道路両側も照射。
④ 高速道路モード：ビーム量を最大にし、照射距離を伸ばします。
⑤ 悪 天 候 モ ード：ビーム幅を広げ、白線の視認性を高め、幻惑を避けるため光量を
                                     調節します。

⑥ ハイビームモード ：ハイビームとロービームを自動で切り替えて最適な前方視界を
                             確保するインテリジェントハイビームと連動し、ハイビーム時に
                                      ライトのパワーと照射範囲を最大にします。

DS アクティブLEDビジョン

ドライビングをよりエレガントに
愉しむためのテクノロジー。

ELEGANT 
TECHNOLOGY

ハイパフォーマンスをあらゆるシーンで

余すことなく体験できるように。

E-TENSE 4×4には、ドライバーのミスを事前に防ぎ、

疲労やストレスを軽減する数々のテクノロジーを採用しました。

揺るぎない安全性と、大いなる快適性が

純粋にドライビングを味わう余裕を生み、

エレガントな時の流れをもたらします。

ドライビングサポート各機能は、ドライバーの運転支援を目的としているため、機能には限界があり、路面や天候などの条件によっては
作動しない場合があります。機能を過信せずに常に安全運転をお願いします。詳しくはDS正規販売店におたずねください。

DS アクティブスキャンサスペンション

走りにおいても今までにない高いクオリティをもたらすために。DSの先進テクノ

ロジーを駆使して開発されたのが、DS アクティブスキャンサスペンションです。

このシステムは、フロントガラスに装着されたカメラで前方の路面を常時ハイ

スピードスキャンして、これから通過する路面の凹凸を識別。4輪のショック

アブソーバーの減衰力をリアルタイムに最適に電子制御し、つねにフラットで快適

な走り心地と卓越した静粛性、さらに走行安定性を保ち続けます。先を予測し、最適

な制御をクルマ自らが行う、まさに次世代のサスペンションシステムです。

※このシステムは、ドライブモードで「コンフォート」を設定時に約13～130km/hで作動。夜間、霧、雨量が
多い場合、雪などでは作動しません。
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［主要装備］

■ドライブモード（ハイブリッド／コンフォート／スポーツ／
     4WD／エレクトリック）

■ ブレーキモード（Bモード／ Dモード）

■ eリモートコントロール

■ 普通充電ケーブル

■ E-TENSE 専用バッジ（ボンネット／リア）

■ DS アクティブ LED ビジョン（ 配光モード自動切替機能付）

■ インテリジェントハイビーム

■ デイタイムランニングライト

■ 20インチアロイホイール TOKYO

■ B.R.M. アナログ時計

■レザーシート（パールグレー）

■ フロントシートヒーター／ベンチレーション

■ フロントマルチポイントランバーサポート

■ HiFi スピーカー（FOCAL Electra®）

■ ナビゲーションシステム／ ETC ／ TV チューナー

■  DS アクティブスキャンサスペンション

■ アクティブセーフティブレーキ（被害軽減ブレーキ）／

    ディスタントアラート（夜間・サイクリスト検知）

■ DS コネクテッドパイロット（トラフィックジャムアシスト／   
     レーンポジショニングキープ付）

■ アクティブクルーズコントロール（ブレーキサポート付）／     
    スピードリミッター

■ アクティブブラインドスポットモニター

■ トラフィックサインインフォメーション

リボリインスピレーションインテリア：レザーシート（パールグレー）

M O D E L BODY COLORS

ブラン ナクレ

ブラン バンキーズブルー アンクル

クリスタル パール

COLOR VARIATION ●：標準設定　○：受注生産

Model Seat クリスタル パール＊ ブラン ナクレ＊ ブルー アンクル＊ ブラン バンキーズ

Grand Chic リボリ
レザーシート（パールグレー）

● ● ● ○

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

心昂る優雅なインテリアに包まれ、ハイパフォーマンスドライビングと
優れた環境性能を堪能する。先進のプラグインバイブリッド4WDシステムを
搭載したDSのフラッグシップSUV。

 DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4
Grand Chic
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フォーミュラE選手権…、F1にもたとえられる、EVにおける最高峰のモータースポーツイベント。

毎年秋に開幕し、年を越えて10戦ほどのシリーズの総合成績で勝敗を競う。

2016年ジュネーブショーでデビューしたコンセプトモデルE-TENSEは、市販化に向けて極限の環境で未来への技術を磨いた。

そして2018～2019年、2019～2020年と、2大会連続でドライバーズチャンピオン、チームズチャンピオンの栄冠を勝ち取ったのだ。

効率性を極めたエネルギー回生システムや冷却システム、強靱なサスペンション、パワフルなバッテリーとモーター。

サーキットで得られた経験とデータはすべて量産車へとフィードバックされ、その進化のエネルギーとなる。

王者の血統は、DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4へ。
DS E-TENSE FE

DS VALET
お客様の時間を大切にするおクルマ引き取り・納車サービス（有料）

DS CLUB PRI VILEGE
DSオーナーだけが体験できるイベントプログラム

DS AT YOUR SERVICE（DS CALL）
ホテル、レストランのご予約など、365日対応のコンシェルジュ・サービス

DS JACCS Support＋
車両の損傷補償サービス

DS ASSISTANCE
24時間・365日、DS車を8年間見守る専用サポート

DS RENT
旅先などでご利用いただけるDS車のレンタカー・サービス（有料）

MyDS App
DSのオーナーライフをサポートするスマートフォン用アプリ

お客様のことを考え、お客様のためにつくられた

DSの特別なサービス・プログラムです。

DS車にお乗りいただいた日から、

ラグジュアリーで安心なオーナーライフをお楽しみください。

 ※プログラム内容は、一部予告なく変更になる場合があります。

MyDS APP
T E L  01 20  92  6 813

23 24



DS SERVICE DSのドライビングをさらに豊かにお愉しみいただくために。

保証・アフターサービス

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。

DSにお乗りいただいたその日から、安心をお届けします。

新車保証を5年まで延長できる安心のプログラムです。（有償オプション）

※詳しくはDS正規販売店におたずねいただくか、Webサイトをご覧ください。

●このカタログの掲載内容は2021年2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わることがあります。●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、DS正規販売店に
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により実際とは異なる場合があります。

新車3年保証A

延長保証B

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）DS メンテナンスプログラムD

お出かけ先での万一のトラブルや故障に、24時間、365日体制で対応。登録後8年間無償で提供される搭乗車支援サービスです。DS アシスタンスC

現場修理 お車の牽引 修理後の輸送手配 緊急支援サービス メッセージサービス 保険会社への連絡

お支払額やお支払い方法を、いつでも自由に何回でも
設定することができる新しいオートローンです。

頭金の金額やお支払い回数など、ご希望にあわせた返済プ
ランをアレンジいただけます。

3年後に車を返却するだけ。諸費用を月々のお支払額に含める
ことで面倒な手続きを省くことができ、お支払いを一本化できる
クローズドエンド・リースプログラムです。

PSAバリアブル・プラン

PSAオートローン

PSAスマイルリース

ライフスタイルや経済状況の変化に柔軟に対応。

お支払い回数

お
支
払
い
額

お支払いはご購入時の頭金と、2年後または
3年後の1回のみ。月々のお支払いが不要な
プランです。

PSAツーステップ・プラン

ナビゲーション等のアクセサリーのご購入。車検費用や不意
のトラブルによる一時的な出費の際にご利用いただけます。

PSAサービスローン

諸費用を用意することなく、毎月計画的なお支払いでお車を
ご利用いただけるリースプランです。

PSAオートリース

月々のお支払いが不要なプラン。

ご購入時 2年後、3年後
月々の
お支払い
不要

PSAパスポート
月々のお支払いが軽くなるファイナンスプラン。

ローン元金の一部を最終回のお支払いまで据え置くことにより、月々のお支払い金額を軽減するファイナンスプランです。3年タイプ（37回払い）、5年タイプ（61回払い）をご用意しています。
3年後、5年後の据置金額は一括払い、売却精算、再ローンから選ぶことができます。

お支払金額を軽減

月々のお支払い 据置金額の
お支払い

毎月のお支払い
36回または60回目まで

37回または
61回目にお支払い

分割払い金額 据置金額

月々のお支払い

分割払い金額

■PSAパスポート ■通常ローン

新車3年保証A 延長保証B 新車3年保証

DS メンテナンス
プログラム（有償）

D

ライトプラン

ベーシックプラン

ロングラン
ロングラン ロングランロングラン 工賃＋ 必要な定期交換部品

工賃＋ 必要な定期交換部品

DS アシスタンスC

延長保証（有償）

12ヵ月点検12ヵ月点検

工賃＋ 必要な定期交換部品12ヵ月点検12ヵ月点検

新車購入 1年 2年 4年 6年 8年3年 車検 5年 車検 7年 車検

無償

ファイナンスサービス お客様のご希望や、さまざまなライフスタイルにお応えします。

DSのWebサイトはこちら

DSの最新情報にアクセスお問い合わせは

DSコール        0120-92-6813（9：00～19：00 年中無休）

ライトプラン
ベーシックプラン
ロングラン・ロングランII

必要最低限の部品と12ヵ月点検をカバーしたリーズナブルなプランです。
必要な定期交換部品と12ヵ月点検をカバーした基本プランです。
4年目以降の定期交換部品とメンテナンスをカバーしたプランです。最大7年目まで加入できます。
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D S a u t o m o b i l e s . j p

モデルの詳細は
こちらからご覧ください。

本カタログの最新・訂正情報は
こちらからご覧ください。
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