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スマートパワー
アシスト搭載

電動アシスト自転車 ヤマハPAS 商品カタログ 2021

Photo：PAS Kiss mini un SP パウダーブルー2（ツヤ消しカラー） 

がんばらなくていい自転車で、

新しい日常へ。



お子さまを乗せて、買い物から帰るママたち。暑い日も寒い日も、職場に向かうビジネスマン。

大荷物と一緒に、学校に急ぐ学生さん。みんな、がんばりすぎなくらいにがんばる毎日。

近頃「働き方改革」とよく耳にするように。時代だってがんばりすぎだと言っているみたい。

だからこそ、私たちはアシストしたい。「せめて移動のときくらいは、ムリをしないで」と。

あらゆる場面でもっとラクになれる。がんばらなくていい自転車をがんばるあなたに。

そして今、毎日走る距離の負担だけじゃなく、社会的な距離の不安まで軽くして。

どんなディスタンスも軽快に越えるアシストで、

さぁ、新しい日常へ。

がんばらなくていい自転車で、
新しい日常へ。

PAS2021年
NEWモデル新登場！

がんばらなくて
いい！

走行シーンに応じて
必要なアシスト力が持続するから

平坦路では
伸びやかに

坂道ではより
パワフルに

平坦路では
伸びやかに※1

坂道ではより
パワフルに※1
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強

弱

1速

10（km/h） 24（km/h）

2速

3速アシスト範囲拡大

アシスト範囲拡大

スマートパワーアシスト

スマートパワーアシストを実現する技術

 高回転制御
平坦路から坂道まで

低速～中速ギアで漕ぐ
登坂・平坦路で実感！※1

伸びやかな
  アシストを実現！※1

“がんばらなくていい”を叶える、乗り物メーカーだから生み出せた電動アシスト

 S.P.E.C.（Shift Position Electric Control）

道路交通法の範囲内で快適さを最大限に広げる

内装3段変速：S.P.E.C.3

内装8段変速：S.P.E.C.8

内装5段変速：S.P.E.C.5

1993年、PASが切り拓いた電動アシスト自転車の歴史など、詳しくはコチラ　 ▷▷▷　 ht tps ://www.yamaha-motor .co . jp/pas/campa ign/25th/

電 動 アシスト自 転 車 の パイオニア YAMAHA

世 界 で 初 めて電 動アシスト自 転 車を発 明・発 売し、絶えず改 良・進 化させ 、社 会 貢 献 に 寄 与した 点 が 評 価されました 。 主 催：J A T E S

第 8 回 技 術 経 営・イノベ ーション大 賞  経 済 産 業 大 臣 賞 受 賞

ナチュラル スムーズ パワフル 賢い

 トリプルセンサーシステム
自然な漕ぎ心地を叶える３つのセンサー

ペダルを踏む力を感知。
1  トルクセンサー

ペダルを回す速さを感知。
2  クランク回転センサー

走行中の車速を感知。
3  スピードセンサー

搭載モデル　｜　●PAS With 全モデル　●2021年 子供乗せ全モデル※2　【NEW】PAS RIN、PAS minä

パワーコントロールを
全自動化

発　進 平坦路＆下り坂 上り坂

 なめらか＆パワフルな漕ぎ出し

オススメ走行モードの「スマートパワーモード」なら、
こんな場面でうれしい！

 自動でバッテリー節約  自動でパワフルアシスト
安心感のある自然なスタート

1993年の発売以来、こだわりつづけた
違和感のないスムーズな発進。

平坦路や下り坂など、パワーが不要な
ところでは自動でパワーをセーブ。

早く漕いでもパワーが途切れない
坂道ラクラク対応で、坂道になれば
自動でパワフルなアシストを供給。

※イラストはイメージです。

賢く省エネ 切替操作要らずで超ラク！

Smooth
Start!

Battery 
Save

POW
ER

FUL
L

※1. 2019年PAS Withシリーズ、2019年PAS Babby unシリーズ、2019年PAS Kiss mini un シリーズ、2020年PAS RIN、2020年 PAS minäと比較。　※2. PAS Crew Disney editionは対象外です。　

+ + +
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 1アクションで開閉
フロントガードのロックレバーで
カンタン操作。

片手でカンタン開け閉め

 ホッピングパッド
肩ベルトは自立式で、腕を
通しやすく脱着がラクラク。

 ふわふわ肩当てクッション
クッションで刺激と摩擦を防ぎ、
お子さまも快適に。

 長さを調整しやすいアジャスター
アジャスターを持ち上げ、ベルトを引けば簡単に調節が可能。

カンタン装着でお子様も快適

適用年齢

身長：100cm以下
体重：15kg以下

1歳～4歳
未満

標準装着モデル

PAS Kiss mini un SP

PAS Kiss mini un

お子さまをすっぽり包み込む
“繭型”チャイルドシート

前乗せ
タイプ

ヤマハPASのチャイルドシートは

“包み込まれる安心感”はそのままに、進化してもっと快適に！

【Special feature】

2021年モデル 
子供乗せモデル

NEW

 ウェルカムエントリー
お子さまを高く抱き上げることなく、
ラクに乗せ降ろしができます。

開口部は、より広く・低く※

 ゆったり快適空間
お子さまの膝元を広げ、シート内の
凹凸を減らすことで居住性を高めました。

居住空間がワイドに※

ゆったり

 胸まで覆うフロントガード

 通気孔

足先から胸元まで包み込む形状。
お子さまの足が出ることもなく
すれ違いや曲がり角でも安心。

通気性にも配慮。

包みながら、通気性にも配慮

※2020 年モデル PAS Kiss mini un SP、PAS Kiss mini unに

　標準装備のCocoon Room と比較した場合
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 自立式バックル
ベルト留め部分が自立しているから
片手でもベルト留めが可能。

ラクラク装着

コンパクトにたためて便利

 自動巻き取り式シートベルト
背面レバーを引くと自動で縮まり、
ベルトの長さ調整がラクラク。
お子さまの成長や薄着・厚着への
対応も簡単。

簡単ワンタッチ

 フットレスト
目が届きにくいお子さまの足を
内側と外側から覆う形状で外部との
接触を抑止。ステップ部分は
2段階に高さの調整が可能。

すれ違い時の接触から
お子さまの足を守る

 折りたたみ機能
2段階式自転車ラックなど、高さの
制約のある駐輪機や保管場所で
たためて便利。折りたたむと
レインコート等が入る収納スペースが
使えます。

 ヘッドレスト
ヘルメットにも使用される衝撃吸収材※で
広範囲をカバー。ヘッドレストは可動式で
お子さまの成長に合わせて長く使えます。
※JIS規格に準ずる。OGK技研調べ。

頭部を“270度”包み込む

適用年齢

身長：115cm以下
体重：22kg以下

1歳～6歳
未満

標準装着モデル

PAS Babby un
リヤチャイルドシート標準装備モデル

PAS Babby un SP
リヤチャイルドシート標準装備モデル

PAS Crew※2

頭部を“270度”包み込む
リヤチャイルドシート

後乗せ
タイプ

“包み込まれる安心感” がPOINT！

※1

※1. 適用年齢については、各都道府県で定められている道路交通法により「小学校就学の始期に達するまで」に改正されている地域があります。　※2. PAS Crew Disney Editionは対象外です。 05



発売予定日 2021.2.3

スタンド連動式
ハンドルストッパー

またぎやすい
低床U型フレーム

手を添えやすい
ガード付サドル

お子さまの足を守る
大型ドレスガード・チェーンガード

鍵穴が上向きで
操作しやすい
リヤサークル錠

●走行距離については裏表紙をご覧ください。　●お子さまを同乗する場合は、ヤマハ指定のチャイルドシートを装着してください。　●リヤキャリヤ（クラス27）：リヤキャリヤのクラス値は、JIS D 9453によるものです。許容積載量は
27kgです。　●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。　●アシストレベルの★の数
はアシスト力の目安です。　●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。　＊1. バッテリーの残量がほぼ無い状態から、30分での充電状況を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。　
＊2. フル充電に記載されている時間は、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。　＊4. 車体正立状態で、両足が地面につく目安となる身長です。

時計表示付き
液晶5ファンクション

メーター

PAS Kiss mini un SP / PAS Kiss mini un
パス キッス ミニ アン スーパー / パス キッス ミニ アン

小さなお子さまをすっぽり包み込む
「コクーンルームプラス※」

横からも気づかれやすい
砲弾型バッテリーランプ

（サイドカットあり）

安心感のある
幅広ファットタイヤ

トリプル
センサー
システム

長期保証
全車盗難
保険付き
３年間

小柄な方に
オススメ

親子安心
傷害保険付き

フロント
チャイルド
シート標準装備

リヤ
チャイルド
シート装着可

低床U型
フレーム

走行モード 適応身長の目安＊4 同乗できるお子さまの体重と身長 総重量

4モード
（強・スマートパワー・オートエコ・アシストオフ）

142cm以上
お子さま2人同乗の場合は146cm以上

フロント
体重15kg以下/
身長100cm以下

リヤ
体重22kg以下/
身長115cm以下

 PAS Kiss mini un SP 

20型 31.2kg
 PAS Kiss mini un 

20型 30.6kg

アシストレベル バッテリー容量 フル充電
1充電あたりの走行距離

オートエコモード スマートパワーモード 強モード

PAS Kiss mini un SP
長距離に対応した
大容量バッテリーモデル

★ ★ ★ ★ ★ ★ 15.4Ah
（30分で約20％＊1）

約4.0時間＊2 78km 59km 53km

PAS Kiss mini un
はじめての子供乗せに
最適なモデル

★ ★ ★ ★ ★ ★ 12.3Ah
（30分で約25％＊1）

約3.5時間＊2 62km 47km 42km

“繭型（まゆがた）”チャイルドシート搭載。包み込む安心感を形にした子供乗せモデル。

パウダーブルー2（ツヤ消しカラー）
●写真はPAS Kiss mini un SP

NEW

※詳しくはP4をご覧ください。
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Color｜PAS Kiss mini un SP

マットアンバー（ツヤ消しカラー）マットカフェベージュ（ツヤ消しカラー） スモークイエロー（ツヤ消しカラー）

Color｜PAS Kiss mini un

マットカフェベージュ（ツヤ消しカラー）マットブラック2（ツヤ消しカラー）

ピュアパールホワイト マットブラック2（ツヤ消しカラー）

フロントにお子さま1人
+リヤにバスケット

リヤバスケットを
取り付けると、お買い物の

荷物が載せられます。

お子さまの成長に合わせてカスタマイズ可能！ お子さまの成長に合わせて、チャイルドシートの取り外しが可能！
なが〜く使える優れた設計です。

※お子さまを同乗する場合は、ヤマハ指定のチャイルドシートを装着してください。　リヤチャイルドシートとバスケットはアクセサリーです。

フロントにお子さま1人
+リヤにお子さま1人
リヤチャイルドシート取付で

お子さま2人の同乗が可能に。

フロントにバスケット
+リヤにお子さま1人
お子さまが大きくなったら、
フロントをバスケットに。

フロントにバスケット
お子さまがチャイルドシートを

卒業したらパパ・ママ
専用にもなります。

PAS Kiss mini un SP ［型式］ PA20KSP

メーカー希望小売価格
（消費税10%含む）

本体価格（税抜）
※バッテリーと専用充電器
を含む車両価格

162,800円
148,000円

PAS Kiss mini un ［型式］ PA20KXL

メーカー希望小売価格
（消費税10%含む）

本体価格（税抜）
※バッテリーと専用充電器
を含む車両価格

158,400円
144,000円

子供乗せモデル（幼児2人同乗基準適合車）

07



頭部を270度包み込むリヤチャイルドシート搭載。扱いやすい軽量コンパクトモデル。

PAS Babby un SP
リヤチャイルドシート標準装備モデル

発売予定日 2020.12.10

●走行距離については裏表紙をご覧ください。　●お子さまを同乗する場合は、ヤマハ指定のチャイルドシートを装着してください。　●リヤキャリヤ（クラス27）：リヤキャリヤのクラス値は、JIS D 9453によるものです。許容積載量は
27kgです。　●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。　●アシストレベルの★の数
はアシスト力の目安です。　●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。　●PAS Babby un SP、PAS Babby unリヤチャイルドシート標準装備モデルにはリヤチャイルドシート標準装備。PAS Babby un
リヤチャイルドシートなしモデルにはリヤチャイルドシートが標準装備されていません。　＊1. バッテリーの残量がほぼ無い状態から、30分での充電状況を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。　＊2. フル充
電に記載されている時間は、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。　＊3. 収納物の大きさにより収納できない場合があります。　＊4. 車体正立状態
で、両足が地面につく目安となる身長です。

お子さまの足を守る
大型ドレスガード・
チェーンガード

トリプル
センサー
システム

長期保証
全車盗難
保険付き
３年間

小柄な方に
オススメ

親子安心
傷害保険付き

フロント
チャイルド
シート装着可

リヤ
チャイルド
シート標準装備

マットアンバー（ツヤ消しカラー）
●写真はPAS Babby un SP リヤチャイルドシート標準装備モデル

低床U型
フレーム

PAS Babby un SP 　/ PAS Babby un 
パス バビー アン スーパー リヤチャイルドシート標準装備モデル / パス バビー アン リヤチャイルドシート標準装備モデル / パス バビー アン リヤチャイルドシートなしモデル

※詳しくはP5をご覧ください。

走行モード 適応身長の目安＊4 同乗できるお子さまの体重と身長 総重量

4モード
（強・スマートパワー・オートエコ・アシストオフ）

142cm以上
お子さま2人同乗の場合は146cm以上

フロント
体重15kg以下/
身長100cm以下

リヤ
体重22kg以下/
身長115cm以下

 PAS Babby un SP
リヤチャイルドシート

標準装備モデル  
20型 32.9kg

 PAS Babby un
リヤチャイルドシート

標準装備モデル 
20型 32.1kg

リヤチャイルドシート
なしモデル 

20型 27.5kg

アシストレベル バッテリー容量 フル充電
1充電あたりの走行距離

オートエコモード スマートパワーモード 強モード

PAS Babby un SP
大容量バッテリーを搭載の
軽量コンパクトモデル

★ ★ ★ ★ ★ ★ 15.4Ah
（30分で約20％＊1）

約4.0時間＊2 75km 58km 51km

PAS Babby un
小柄なママも扱いやすい
軽量コンパクトモデル

★ ★ ★ ★ ★ ★ 12.3Ah
（30分で約25％＊1）

約3.5時間＊2 60km 46km 41km

時計表示付き
液晶5ファンクション

メーター

大容量チューブパイプ
バスケット（約23ℓ）＊3

横からも気づかれやすい
砲弾型バッテリーランプ

（サイドカットあり）

スタンド連動式
ハンドルストッパー

手を添えやすい
ガード付サドル

頭部を270度包み込む
リヤチャイルドシート※

またぎやすい
低床U型フレーム

安心感のある
幅広ファットタイヤ

NEW
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※お子さまを同乗する場合は、ヤマハ指定のチャイルドシートを装着してください。

ソリッドグレー

Color｜PAS Babby un SP リヤチャイルドシート標準装備モデル

PAS Babby un リヤチャイルドシートなしモデル
［型式］ PA20BXL

メーカー希望小売価格
（消費税10%含む）

本体価格（税抜）
※バッテリーと専用充電器
を含む車両価格

139,700円
127,000円

PAS Babby un SP リヤチャイルドシート標準装備モデル
［型式］ PA20BSPR

メーカー希望小売価格
（消費税10%含む）

本体価格（税抜）
※バッテリーと専用充電器
を含む車両価格

156,200円
142,000円

PAS Babby un リヤチャイルドシート標準装備モデル
［型式］ PA20BXLR

メーカー希望小売価格
（消費税10%含む）

本体価格（税抜）
※バッテリーと専用充電器
を含む車両価格

151,800円
138,000円

マットカフェベージュ（ツヤ消しカラー） パウダーブルー2（ツヤ消しカラー）コーラルレッド（ツヤ消しカラー）

マットブラック2（ツヤ消しカラー）

Color｜PAS Babby un リヤチャイルドシート標準装備モデル

マットブラック2（ツヤ消しカラー） マットカフェベージュ（ツヤ消しカラー）

子供乗せモデル（幼児2人同乗基準適合車）

Color｜PAS Babby un リヤチャイルドシートなしモデル お好みのチャイルドシートを自由に選べるモデル※

ブラックピュアホワイト
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●走行距離については裏表紙をご覧ください。　●お子さまを同乗する場合は、ヤマハ指定のチャイルドシートを装着してください。　●リヤキャリヤ（クラス27）：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
27kgです。　●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。　●アシストレベルの★の
数はアシスト力の目安です。　●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。　＊1. バッテリーの残量がほぼ無い状態から、30分での充電状況を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合が
あります。　＊2. フル充電に記載されている時間は、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。　＊4. 車体正立状態で、両足が地面につく目安となる
身長です。　＊5. サドルの高さをもっとも低くする場合は、付属部品での調整が必要です。詳しくはPASショップにお問い合わせください。

トリプル
センサー
システム

長期保証
全車盗難
保険付き
３年間

小柄な方に
オススメ

親子安心
傷害保険付き

フロント
チャイルド
シート装着可

リヤ
チャイルド
シート標準装備

低床U型
フレーム

パパにもフィットする。使い勝手に優れた夫婦共用の子供乗せモデル。

走行モード 適応身長の目安＊4 同乗できるお子さまの身長と体重 総重量

PAS  Crew 4モード（強・スマートパワー・オートエコ・アシストオフ） 145cm以上＊5

お子さま2人同乗の場合は150cm以上

フロント
体重15kg以下/
身長100cm以下

リヤ
体重22kg以下/
身長115cm以下

24型 35.4kg
PAS  Crew  Disney edition 4モード（強・標準・オートエコ・アシストオフ） 24型 34.0kg

アシストレベル バッテリー容量 フル充電
1充電あたりの走行距離

オートエコモード スマートパワー/標準モード 強モード

PAS Crew
子供乗せ卒業後も
スタイリッシュに使える

★ ★ ★ ★ ★ ★ 15.4Ah
（30分で約20％＊1）

約4.0時間＊2 78km
スマートパワーモード

60km 56km

PAS Crew Disney edition
シックでクラシカルな
ディズニー・デザイン

★ ★ ★ ★ ★ ★ 12.3Ah
（30分で約25％＊1）

約3.5時間＊2 60km
標準モード

52km 44km

マットブラック（ツヤ消しカラー）

マットアンバー2（ツヤ消しカラー）パウダーブルー（ツヤ消しカラー）

※頭部を270度包み込むリヤチャイルドシート搭載対象外

［型式］  PA24C

メーカー希望小売価格
（消費税10%含む） 168,300円 本体価格（税抜）

※バッテリーと専用充電器
を含む車両価格 153,000円

PAS Crew
パス クルー

時計表示付き
液晶5ファンクション

メーター

NEW

ディズニー・デザインをあしらった夫婦共用の子供乗せモデル。

PAS Crew Disney edition
パス クルー ディズニーエディション

スノーホワイトディープブラック

［型式］  PA24C

メーカー希望小売価格
（消費税10%含む） 173,800円 本体価格（税抜）

※バッテリーと専用充電器
を含む車両価格 158,000円

子供乗せモデル（幼児2人同乗基準適合車）

時計表示付き
液晶5ファンクションメーター

（ディズニーデザイン）

発売予定日 2021.2.3
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スモークイエロー（ツヤ消しカラー）

ピュアシルバー ピュアパールホワイト（26型のみ）

ノーブルネイビーカカオ アクアシアン（26型のみ）

●走行距離については裏表紙をご覧ください。　●リヤキャリヤ（クラス27）：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27kgです。　●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。　●アシストレベルの★の数はアシスト力の目安です。　●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。　＊1. バッテリーの残量がほぼ無い状態から、30分での充電状況を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。　＊2. フル充電に記載されている時間は、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。　＊3. 収納物の大きさにより収納できない場合があります。　＊4. 車体正立状態で、両足が地面につく目安となる身長です。

［型式］ PA26W ／ PA24W

メーカー希望小売価格
（消費税10%含む）

本体価格（税抜）
※バッテリーと専用充電器
を含む車両価格

122,100円
111,000円

スタンドがけが軽い
かるっこスタンド

ワイヤー内蔵でスマートなデザイン、
またぎやすい低床U型フレーム

車体の後ろから
スムーズに解錠できる
リヤサークル錠

長期保証
フロント
チャイルド
シート装着可

リヤ
チャイルド
シート装着可

全車盗難
保険付き
３年間

小柄な方に
オススメ

親子安心
傷害保険付き

低床U型
フレーム

トリプル
センサー
システム

PAS With 
パス ウィズ

走行モード 適応身長の目安＊4 総重量

4モード
（強・スマートパワー・オートエコ・アシストオフ）

26型145cm以上 24型141cm以上 26型 26.6kg 24型 25.9kg

アシストレベル バッテリー容量 フル充電（30分で約25％＊１）
1充電あたりの走行距離

オートエコモード スマートパワーモード 強モード

★ ★ ★ ★ ★ ★ 12.3Ah 約3.5時間＊2 78km 53km 48km

軽さと機能、使い勝手に優れたベーシックモデル。

自動点滅するソーラーテールランプ

スタンド連動式
ハンドルストッパー

横からも気づかれやすい
砲弾型バッテリーランプ

（サイドカットあり）

大容量軽量丸型
バスケット（約21ℓ）＊3

スタンダードモデル

NEW

時計表示付き
液晶5ファンクション

メーター

発売予定日 2020.12.10
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［型式］ PA26WDX ／ PA24WDX

メーカー希望小売価格
（消費税10%含む）

本体価格（税抜）
※バッテリーと専用充電器
を含む車両価格

127,600円
116,000円

●走行距離については裏表紙をご覧ください。　●リヤキャリヤ（クラス27）：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27kgです。　●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。　●アシストレベルの★の数はアシスト力の目安です。　●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。　＊1. バッテリーの残量がほぼ無い状態から、30分での充電状況を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。　＊2. フル充電に記載されている時間は、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。　＊3. 収納物の大きさにより収納できない場合があります。　＊4. 車体正立状態で、両足が地面につく目安となる身長です。

コーラルレッド（ツヤ消しカラー）

フロント
チャイルド
シート装着可

リヤ
チャイルド
シート装着可

トリプル
センサー
システム

長期保証
全車盗難
保険付き
３年間

小柄な方に
オススメ

親子安心
傷害保険付き

低床U型
フレーム

パス ウィズ デラックス
PAS With DX

パウダーブルー2（ツヤ消しカラー）マットアンバー（26型のみ/ツヤ消しカラー）

走行モード 適応身長の目安＊4 総重量

4モード
（強・スマートパワー・オートエコ・アシストオフ）

26型145cm以上 24型141cm以上 26型 27.7kg 24型 27.1kg

アシストレベル バッテリー容量 フル充電（30分で約25％＊１）
1充電あたりの走行距離

オートエコモード スマートパワーモード 強モード

★ ★ ★ ★ ★ ★ 12.3Ah 約3.5時間＊2 78km 53km 48km

細部までデザインにこだわったファッショナブルモデル。

時計表示付き
液晶5ファンクション

メーター

上品な仕立ての
レザーテイストグリップ、
クラシカルテリーサドル

車体の後ろからスムーズに
解錠できるリヤサークル錠

自動点滅する
ソーラー
テールランプ

スタンドがけが軽い
かるっこスタンド

籐風ナチュラル
バスケット2（約21ℓ）＊3

横からも気づかれやすい
砲弾型バッテリーランプ

（サイドカットあり）

スタンド連動式
ハンドルストッパー

ワイヤー内蔵でスマートなデザイン、またぎやすい低床U型フレーム

スタンダードモデル

NEW

マットブラック2（ツヤ消しカラー）ソリッドグレー（26型のみ）

発売予定日 2020.12.10
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●走行距離については裏表紙をご覧ください。　●リヤキャリヤ（クラス27）：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27kgです。　●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。　●アシストレベルの★の数はアシスト力の目安です。　●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。　＊1. バッテリーの残量がほぼ無い状態から、30分での充電状況を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。　＊2. フル充電に記載されている時間は、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。　＊4. 車体正立状態で、両足が地面につく目安となる身長です。　＊5. サドルの高さをもっとも低くする場合は、付属部品での調整が必要です。
詳しくはPASショップにお問い合わせください。　●PAS Cheerの販売価格は、PASショップまでお問い合わせください。車両にはバッテリーと専用充電器が含まれます。

トリプル
センサー
システム

長期保証
全車盗難
保険付き
３年間

小柄な方に
オススメ

親子安心
傷害保険付き

フロント
チャイルド
シート装着可

リヤ
チャイルド
シート装着可

低床U型
フレーム

グレーメタリック

マットダークグリーン（26型のみ/ツヤ消しカラー）

ダークメタリックレッド

バーガンディ（26型のみ/ツヤ消しカラー）

［型式］  PA26WSP ／ PA24WSP

メーカー希望小売価格
（消費税10%含む） 155,100円 本体価格（税抜）

※バッテリーと専用充電器
を含む車両価格 141,000円

時計表示付き
液晶5ファンクション

メーター

走行モード 適応身長の目安＊4 総重量

PAS With SP 4モード（強・スマートパワー・オートエコ・アシストオフ） 26型145cm以上 24型141cm以上 26型 27.9kg 24型 27.2kg
PAS Cheer 4モード（強・標準・オートエコ・アシストオフ） 26型144cm以上＊5 24型141cm以上＊5 26型 24.0kg 24型 23.5kg

ノーブルネイビー（26型のみ）

時計表示付き
液晶5ファンクション

メーター

ミラーシルバー

カカオ

ダークメタリックレッド2（26型のみ）

NEW

スタンダードモデル

近くの移動にピッタリ！ベーシック機能を装備したエントリーモデル。

［型式］  PA26CH ／ PA24CH

オープン価格
PAS Cheer
パス チア

PASシリーズ最高走行距離＆アシストレベルを兼ね備えた、プレミアムモデル。

PAS With SP
パス ウィズ スーパー

アシストレベル バッテリー容量 フル充電
1充電あたりの走行距離

オートエコモード スマートパワー/標準モード 強モード

PAS With SP ★ ★ ★ ★ ★ ★ 15.4Ah
（30分で約20％＊1）

約4.0時間＊2 100km
スマートパワーモード

66km 59km

PAS Cheer ★ ★ ★ ★ ★ ★ 9.3Ah
（30分で約30％＊1）

約2.5時間＊2 54km
標準モード

37km 32km

発売予定日 2021.2.3
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マットアンバー2（ツヤ消しカラー）

●走行距離については裏表紙をご覧ください。　●リヤチャイルドシートを使用する場合は、ドレスガードを必ず装着してください。　●リヤキャリヤ（クラス27）：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
27kgです。　●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。　●アシストレベルの★の数
はアシスト力の目安です。　●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。　＊1. バッテリーの残量がほぼ無い状態から、30分での充電状況を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があり
ます。　＊2. フル充電に記載されている時間は、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。　＊3. 収納物の大きさにより収納できない場合があります。　
＊4. 車体正立状態で、両足が地面につく目安となる身長です。　＊5. サドルの高さをもっとも低くする場合は、付属部品での調整が必要です。詳しくはPASショップにお問い合わせください。

マットオリーブ（ツヤ消しカラー）マットブラック（ツヤ消しカラー） パウダーブルー（ツヤ消しカラー）

トリプル
センサー
システム

長期保証
全車盗難
保険付き
３年間

小柄な方に
オススメ

親子安心
傷害保険付き

フロント
チャイルド
シート装着可

リヤ
チャイルド
シート装着可

低床U型
フレーム

［型式］ PA26RN

メーカー希望小売価格
（消費税10%含む）

本体価格（税抜）
※バッテリーと専用充電器
を含む車両価格

133,100円
121,000円

パス リン
PAS RIN NEW

走行モード 適応身長の目安＊4 総重量

4モード
（強・スマートパワー・オートエコ・アシストオフ）

146cm以上＊5 26型 27.7kg

アシストレベル バッテリー容量 フル充電（30分で約20％＊１）
1充電あたりの走行距離

オートエコモード スマートパワーモード 強モード

★ ★ ★ ★ ★ ★ 15.4Ah 約4.0時間＊2 94km 66km 59km

カッコよさと使いやすさを合わせ持つ、トレンドにマッチしたボーイッシュモデル。

大型ワイヤーバスケット（約19ℓ）＊3

スポーティなフラット形バーハンドル

乗り心地にもこだわった
大型テリーサドル

駐輪時にハンドルのふらつきを抑える
パーキングストッパー

自動点滅する
ソーラーテールランプ

スタンドがけが軽い
かるっこスタンド

直線基調のスタイリッシュなフレーム

個性と乗り心地を
両立した太目タイヤ

時計表示付き
液晶5ファンクション

メーター

ファッショナブルモデル

セキュリティ性を高める
ワイヤー錠を標準装備

発売予定日 2021.1.30
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ミラーシルバー バーガンディ（ツヤ消しカラー）

NEW

●走行距離については裏表紙をご覧ください。　●リヤチャイルドシートを使用する場合は、リヤキャリヤ（クラス27）と両足スタンド、ドレスガードを必ず装着してください。　●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。　●アシストレベルの★の数はアシスト力の目安です。 　●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。　
＊1. バッテリーの残量がほぼ無い状態から、30分での充電状況を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。　＊2. フル充電に記載されている時間は、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。　＊4. 車体正立状態で、両足が地面につく目安となる身長です。

ホワイトオレ

トリプル
センサー
システム

長期保証
全車盗難
保険付き
３年間

小柄な方に
オススメ

親子安心
傷害保険付き

フロント
チャイルド
シート装着可

リヤ
チャイルド
シート装着可

低床U型
フレーム

［型式］ PA26M

メーカー希望小売価格
（消費税10%含む）

本体価格（税抜）
※バッテリーと専用充電器
を含む車両価格

138,600円
126,000円

PAS minä
パス ミナ

走行モード 適応身長の目安＊4 総重量

4モード
（強・スマートパワー・オートエコ・アシストオフ）

145cm以上 26型 23.8kg

アシストレベル バッテリー容量 フル充電（30分で25％＊１）
1充電あたりの走行距離

オートエコモード スマートパワーモード 強モード

★ ★ ★ ★ ★ ★ 12.3Ah 約3.5時間＊2 83km 55km 48km

ナチュラル＆モダンな北欧テイスト。カスタマイズも楽しめるファッショナブルモデル。

サイドスタンド

クラシカルな
アルミ製ペダル

駐輪時にハンドルの
ふらつきを抑える
パーキングストッパー

ホワイトLEDを使用した
スタイリッシュな
砲弾型バッテリーランプ

レトロスタイル
真鍮スプリングベル軽い力でギアチェンジができる

ピアノタッチシフト

デザインにも質感にもこだわった
レザーテイストのグリップ＆サドル

時計表示付き
液晶5ファンクション

メーター

ファッショナブルモデル
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保証期間について

PASの走行距離  走る場所や走り方によって変わります

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。】

盗難保険について

安心・充実の長期保証
長い期間、より快適にご使用いただける安心保証

※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。
※部品（バッテリー等）、別売付属品は対象外となります。
※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。

PAS製品サイト

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

お役立ちQ&A・PAS知恵袋

PASをお買い上げ後、万一、3年以内に盗難にあわれても

上記の負担額で同型車の新車をお求めいただけます。
PAS Cheerは一定のご負担額で同型車の新車をお求めいただけます。
詳しくはPASショップにお問い合わせください。

ネット登録または専用ハガキでカンタン手続き！

2年以内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格の30％のご負担
3年目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格の50％のご負担

3年間の盗難保険・全モデル対象
加入無料の安心システム

電動アシスト自転車にとって、とても重要な
構成部品であるバッテリー、ドライブユニット、
フレーム・フロントフォークは右図の期間
保証します。
※1：ドライブユニット内の構成部品の修理が

対象となります。
※2：使用年数2年以内でかつ総充電回数700回

以下で初期容量の50％未満となったもの。
但し3年保証対象の場合、期間は3年以内と
する。詳しくはWEBサイトをご確認ください。

※3：消耗部品および油脂類を除く。
※詳しくは製品の保証書をご覧ください。

■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。

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

0120-090-819

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。

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（例：PAS With 26型）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
〒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。

ドライブユニット
3年※1

バッテリー
2年※2

フレーム
3年

フロントフォーク
3年

その他部品
1年※3

●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。
●本仕様は予告なく変更することがあります。

PASショップ

バッテリー新品、常温15~25℃、車載重量（乗員および荷物を合計した重量）65kg、平滑乾燥路面、無風、無灯火状態で、平坦路
（1km）、勾配4度の上り坂（1km）を含む全長4kmの標準走行路を設定し、平坦路「変速ギア・3」15km/h、上り坂「変速ギア・2」
10km/h、下り坂「変速ギア・3」20km/hで走行し、1kmごとに一旦停止を行ったときのテストデータ。

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。

勾配7.0%
（4度）

平坦

15km/h 10km/h 15km/h 20km/h

1km 1km 1km 1km

平坦

勾配 勾配

勾配7.0%
（4度）

標準パターン：全長4km

道路勾配（坂）の違いによる走行距離の変化
道路勾配の違いによって、1充電あたりの走行距離は変化します。おおよその目安は以下の通りです。登坂路が続く走行パターンでは走行距離が約65～75％短くなります。

 走り方 標準パターン 4度登坂連続パターン

10km 20km 30km 40km 50km 60km 70km 10km 20km 30km 40km 50km 60km 70km

4モード搭載
モデルの走行距離

PAS Withの場合
スマートパワーアシスト

搭載モデル

 PAS Amiの場合
スマートパワーアシストを

搭載していないモデル

2モード搭載
モデルの走行距離 PAS SION-U 20型の場合

走行条件 標準パターンを連続して走行した場合。 勾配7.0%（4度）の坂道を速度10km/hで、連続して走行した場合。［変速ギア〈2〉］

※同じ環境条件、積載条件でも、平坦路が多い走行パターン（例えば、平坦1km-2度登坂1km-平坦1km-2度降坂1km-平坦1km）では、走行距離が1.5～2.5倍程伸びます。※冬期は気温や風の影響で、1充電あたりの走行距離が2～4割短くなります。　
※ライト点灯時の走行距離は、無灯火で走行した場合より短くなります。　※走行モードは製品ページでご確認ください。

強モード

強モード

強モード 強モード

強モード

強モード

スマートパワーモード

標準モード

スマートパワーモード

標準モード

オートエコモード プラス

オートエコモード プラス

弱モード 弱モード 

オートエコモード プラス

オートエコモード プラス
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