


スマート 街へ。

向かい風も長い坂道も、

かるがると越えて、いつもの場所へ。

街のストレスから心を解き放つのは、

City-Vという名のスマートな機動力。

小径24インチで、スポーティな装備が、

帰り道も軽快に。

ミラーシルバー
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最適なチカラでアシストするヤマハのアシスト
制御機構「S.P.E.C.5」※を搭載。内装5段
変速と最適なアシスト制御によるスムーズな
加速が、スポーティな走りを実現します。

内装5段変速×S.P.E.C.5D

素早い変速操作ができる5速ラピッドファイヤ
ーシフト（ピアノ式）を採用。ショートストロ
ークでスムーズな操作感が、軽快な走りを
サポートします。

ラピッドファイヤーシフトA

スマートでネオレトロな鋲打ち
サドル。都市をスタイリッシュに
染める個性と、スポーティなスタ
イルを融合したこだわりのデザ
インです。

レトロ調鋲打ちサドルB

デザインにこだわったメッキ砲弾
型ホワイトLEDランプ。バッテリー
電源を利用しているので、ランプ
点灯時でもペダルが重くならず
軽快な走りを妨げません。

砲弾型バッテリーランプH

スポーティな走りと快適な乗り
心地を実現する、24インチセミ
スリックタイヤを採用。

セミスリックタイヤC

直線的なデザインと上質なカラーリング＆グラフィ
ックで、スタイリッシュが際立つV型フレーム。

V型フレームE

別売アクセサリーのフロントバス
ケットを装着することができます。

フロントキャリヤ

優れた操作感と制動力を発揮する
モジュレーター付きVブレーキを前輪
に採用しています。

Vブレーキ（フロント）I

スポーティなフラットバーを
採用。

ハンドルバー

大きな画面で使いやすく機能的な液晶5ファンクション
メーターを搭載。便利な時計表示付きです。

液晶5ファンクションメーターG

①時計表示 ②バッテリー残量表示 ③残りアシスト走行
可能距離表示 ④速度表示 ⑤電源ロック機能〈突然の
アシストオフを抑止〉

ネオレトロなスタイルが光る革巻き風
グリップを採用。レトロ調鋲打ちサドル
とのデザインコーディネートが、存在
感とオリジナリティを主張しています。

革巻き風グリップF

※別売アクセサリーについて詳しくは、本カタログ裏表紙
　またはホームページをご覧ください。

※スペックファイブ／Shift Position Electric Control×内装5段変速
YAMAHAのアシスト制御機構。車速センサーが読み取った走行速度と、
ペダルを踏む力から走行状態を推測し、各シフト毎に最適なアシスト
力を生むシステム。 
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※1  高さやレールの幅などにより、駐輪設備に適応しない場合があります。駐輪場にてご確認ください。  ※2  車体正立状態で、両足が地面につく目安となる身長
です。サドルの高さをもっとも低くする時は、付属部品での調整が必要です。  ※3  アシストレベルの★の数はアシスト力の目安です。  ※4  1充電あたりの走行
距離は車種によって異なるほか、道路状況、走行モード、走り方、気温、車載重量などによって変わります。なお、表記されている走行距離は標準パターンで測定
した値であり、1充電あたりの走行距離を保証するものではありません。目安としてご活用ください。  ※5  JIS C 8711による定格容量は12.0Ah  ※6  バッテリー
残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。
●メーカー希望小売価格には本体価格（バッテリーと専用充電器を含む車両価格）及び消費税が含まれています。
●価格は参考価格です。詳しくはPASショップにお問い合わせください。 ●リヤチャイルドシートは装着できません。
●本カタログに説明のない装備及び別売アクセサリーについて詳しくはPAS総合カタログまたは、PASホームページをご覧ください。

ミラーシルバー ルビーレッド ディープグリーン

メーカー希望小売価格（消費税8％含む）
［本体価格（税抜）117,000円］※バッテリーと専用充電器を含む車両価格

126,360円
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サークル錠／ディンプルキー
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液晶5ファンクションメーター
（残りアシスト走行可能距離／
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［パス シティ ブイ］

仕様諸元　PAS City-V［パス シティ ブイ］
［型式］PA24CV

別売アクセサリー
■編込み籐風ワイドフロントバスケット
メーカー希望小売価格［消費税8％含む］
4,644円（本体価格4,300円）
Q1H-SGI-Y04-002
●開口部：425×315mm／底面：400×235mm
／高さ：215mm ●最大積載量：3kg ●内容量：
約23ℓ※2　■取り付けには、取付ステーセット
（Q5K-YSK-051-P24）※1が必要です。

■籐風丸型バスケット
メーカー希望小売価格［消費税8％含む］
7,560円（本体価格7,000円）
Q1H-RIN-Y04-002
●開口部：370×270mm／底面：285×195mm
／高さ：230mm ●最大積載量：3kg ●内容量：
約16ℓ※2  ■取り付けには、取付ステーセット
（Q5K-YSK-051-P24）※1が必要です。

■CITY-C/X/V用リヤキャリヤ

メーカー希望小売価格［消費税8％含む］
6,156円（本体価格5,700円）
Q5K-YSK-051-Ｅ4３
●材質：本体/アルミ黒塗装／ステ－類/スチ－ル
黒塗装 ●区分：クラス18 ※リヤキャリヤのクラス
値は、JIS D 9453によるものです。許容積載質
量は18kgです。

■ステン角型バスケット
メーカー希望小売価格［消費税8％含む］
4,860円（本体価格4,500円）
Q1H-RIN-Y04-003
●開口部：365×310mm／底面：300×225mm
／高さ：200mm ●最大積載量：3kg ●内容量：
約13ℓ※2　■取り付けには、取付ステーセット
（Q5K-YSK-051-P24）※1が必要です。

■アルミフロントバスケット（底板付き）
メーカー希望小売価格［消費税8％含む］
7,560円（本体価格7,000円）
Q１H-SGI-Y04-004
●開口部：330×250mm／底面：290×205mm／
高さ：180mm ●最大積載量：3kg  ●材質：バス
ケット本体材質/アルミ／底板材質/木質樹脂 ●内
容量：約12ℓ※2　■取り付けには、取付ステーセット
（Q5K-YSK-051-P24）※1が必要です。

アクセサリーについてのご質問は、PAS
取扱店または右記へお問い合わせください。

株式会社ワイズギア
〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地

月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9：30～12：00 13：00～17：00
◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。
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■バスケット（大）（取付金具付き）
メーカー希望小売価格［消費税8％含む］
2,160円（本体価格2,000円）
Q5K-YSK-051-P26
●開口部：415×200mm／底面：375×140mm／
高さ：前215mｍ 後240mm ●最大積載量：3kg 
●材質：スチール黒塗装 ●内容量：約13ℓ※2
※写真はPAS CITY-Cでの装着イメージです。

■バスケット（小）（取付金具付き）
メーカー希望小売価格［消費税8％含む］
2,160円（本体価格2,000円）
Q5K-YSK-051-P2５
●開口部：335×225mm／底面：315×180mm／
高さ：前140mｍ 後170mm ●最大積載量：3kg 
●材質：スチール黒塗装 ●内容量：約9ℓ※2
※写真はPAS CITY-Cでの装着イメージです。

10月発売予定

10月発売予定

■ロングシートポストセット

メーカー希望小売価格［消費税8％含む］
4,104円（本体価格3,800円）
Q5K-YSK-051-G03
●材質：ステンレス 

９月発売予定
●価格は2018年8月のものです。価格は予告なく変更する
ことがありますので、ご了承ください。●メーカー希望小売価
格に本体価格及び消費税が含まれています。●掲載価格に
は工賃、送料等は含まれておりません。●カスタムパーツ装
備の場合、自転車本体のクレーム及びメーカーサービスを受
けられない場合があります。●商品の仕様及び価格は予告
なく販売を終了させていただく場合があります。●アクセサリ
ーのお求めはPASショップまでお問い合わせください。

※1： ■取付ステーセット
メーカー希望小売価格
［消費税8％含む］1,404円
（本体価格1,300円）
Q5K-YSK-051-P24 

収納物の大きさにより収納
できない場合があります。
ご購入の際にご確認ください。 

※2：

www.ysgear.co.jp/

PASショップ

ヤマハ発動機販売株式会社
〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-16-2

テクノポート三井生命ビル3階
1808-120Z1

Q1K-TPC-191542

PASのさらに詳しい情報や、お客様の疑問にお答えする
FAQはWebサイトをご覧ください。

PAS製品サイト

お役立ちQ&A・PAS知恵袋

www.yamaha-motor.co.jp/pas/

news.yamaha-motor.co.jp/pas/faq/

車体本体に関するご質問はお近くのPAS販売店または下記へお問い合わせください。
※お電話でのお問い合わせの際は、製品名（PAS City-V）と価格をお伝えください。

受付時間  月曜～金曜 （祝日、弊社所定の休日等を除く）　9：00～12：00　13：00～17：00

ヤマハ発動機株式会社  カスタマー コミュニケーション センター
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500

自転車のルールを
守って、安全走行
●止まって確認、らくらく発進
●ライトを点けて、らくらく走行

おたしかめください
［型式認定済］マーク
このマークは、道路交通法の規定に適合し、
国家公安委員会の型式認定を取得した製
品にのみ表示されるもので、安心して自転
車としてご利用いただける証明です。ヤマハ
PASには、全てこのマークが付いています。

BAAマーク
（一社）自転車協会は、安全・安心なものづくりを最大の使命として、
利用者の皆様の安全を第一に考え、自転車業界の自主基準である
「自転車安全基準」を制定しました。さらに環境負荷物質使用削減
を「自転車安全基準」に取り入れ、環境に配慮した製品を目指してい
ます。BAAマーク「（一社）自転車協会認証」のついた自転車は、この
安全性が保障されており、万が一製造上の欠陥が要因で事故が
発生した場合は、製造もしくは輸入事業者の責任で補償されます。

PASを安全・快適にご使用いただくために
【ご使用になる前に必ず取扱説明書をよくお読みください。】

■乗車前点検を励行してください。■慣れるまでは安全な場所で練習してください。■けんけん乗
りはしないでください。■自転車が完全に停まってから降りてください。■ブレーキ操作に注意して
ください。■定期点検をお受けください。■異常を感じたらすぐにPASショップにご相談ください。
■高さやレールの幅などにより、駐輪設備に適応しない場合があります。駐輪場にてご確認ください。

安心・充実の長期保証
電動アシスト自転車の重要な構成
部品を最大3年間保証。長い期間、
より快適にご使用いただける安心
保証です。

３年間の盗難保険付き
［補償対象期間：ご購入日より３年間］
●保険期間中、同型車のメーカー希望小売価格が上昇した場合、
差額をご負担いただくことになります。●盗難保険が適用されない
場合もあります。詳しくはPASショップまでお問い合わせください。

●仕様変更などにより、写真や内容が一部実車と異なる場合があります。 ●車体色は撮影条件、印刷などにより、実際の色と異なる場合があります。 ●商品は予告なく価格変更、販売を終了させていただく場合があります。 2018年8月現在 ◎このカタログはFSC®認証用紙を使用しています。 ◎この印刷物を無断転載・無断使用することはお断りいたします。




