
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

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

※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（本体購入時に付属以外のバッテリー等）、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。

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！
補修用部品の保有期間は、生産終了時点から8年間です。

※但し、仕様/外観/価格など変更になる場合があります。（例：バッテリ容量の変更など）

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。
※PAS GEAR-Uは対象外。
※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/ www.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。

●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。

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

2111-150D1N
Q1K-TPC-１９２００１

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速」15km/h、上り坂「変速ギア2速」
10km/h、下り坂「変速ギア3速」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。
※PAS Braceは上り坂を変速ギア5速で、その他を変速ギア8速で走行。※PAS CITY-SP5、PAS CITY-V、PAS VIENTA5は上り坂を
変速ギア3速で、その他を変速ギア5速で走行。

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。

（　　）内は、PAS ワゴンの走行速度です。

勾配7.0%
（4度）

平坦

15km/h
（8km/h）

10km/h
（5km/h）

15km/h
（8km/h）

20km/h
（11km/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 VIENTA5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速］

※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。　※走行モードについて詳しくはP5をご覧ください。

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

2021年11月現在
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移動の負担を軽くする、だけじゃない。

スタイリッシュなデザインとカラーで、キブンまで軽やかに。

ペダルとキブンが軽くなれば、行動範囲も広がって。

お出かけ先で、これまで味わったことがない、楽しい体験にだって出会える。

ワクワクできる、弾むような毎日へ。

パワフル＆カラフルな電動アシスト自転車が、ラクラクとお連れします。

Photo：左上から PAS RIN ソリッドグレー 2、PAS Brace グロスブルー、PAS Kiss mini un SP マットグレイッシュベージュ（ツヤ消しカラー）、PAS SION-U 20 型 グロススモークイ エロー、PAS Babby un SP coord. ミスティグリーン（ツヤ消しカラー）、PAS Kiss mini un SP アンティークレッド（ツヤ消しカラー）［別売アクセサリー］ヘッドレスト付グランディア 
ハグ リヤチャイルドシート マットブラック、PAS Babby un SP ソリッドグレー、PAS With DX パウダーブルー 2（ツヤ消しカラー）、PAS Ami マットライトグレー（ツヤ消しカラー）、 PAS CITY-C マットアンバー（ツヤ消しカラー） 0302



 WED 6 km MON 6 km FRI 6 km SUN 8 kmTUE 6 km  THU 6 km SAT 6 km
SUN 6 km

CHARGE!

7DAYS  

1CHARGE  

※1.1日の走行距離は、2020年1月～12月 PASユーザー使用実態調査の平均を参照したもの（ヤマハ調べ）　
■走行距離は裏表紙をご確認ください。　※2.スマートパワーモードなら1回の充電で53㎞走行可能【PAS With 26型の場合】

大容量バッテリー

1回の充電で長～く走れる！

例えば、一日6㎞※1

毎日走っても充電回数は※2

週1回

通勤・通学
シミュレーター

※1.スマートパワーアシスト搭載モデル限定の機能です。スマートパワーアシスト搭載モデルは、P06-07で  の表示があるモデルです。　※2.PAS Cheerに搭載の機能です。

上り坂で
は自動で

パワフル
アシスト

1
早く漕いでも空回りしない、

途切れない！伸びやか＆パワフルな

アシストで坂道がラクに。

上り坂に強い！

坂道ラクラク対応

坂道を登っている
時のアシスト力

約1.5倍

走行可能距離

オートエコ
モード

スマートパワー
モード

強
モード

強

OFF

ア
シ
ス
ト
力

守備範囲が広く
自動でパワーと距離を
両立してくれる

上り坂や平坦路など、走行状態に応じて

最適なアシストモードに自動で切り替え！

切替操作要らずで、省エネにも貢献。

アシスト切替操作の手間ナシ！

スマートパワーモード2

※

スマートパワーモードなら、
パワフル～節約領域までのパワーコントロールを自動化。

坂道ラクラク。アシスト選びはオマカセ。

※2019年モデル PAS With 26型と2022年モデルPAS With 26型を以下測定条件で比較した場合。
走行モード= 強、変速段数=2 速、
バッテリー= 満充電相当、走行負荷=6 度登坂相当ペダル回転数=70rpm

測定条件

搭載モデルや詳しい
機能は HP でチェック！

スマートパワーアシストについて
もっと詳しく知りたい方は

公式HPへ

ラクに操作できる走行モード切替ボタン 
・強モード ーーー 常にパワフルアシストで頼りになるモード

・スマートパワーモード ーーー パワフルアシストへの切替を自動化し節電も叶える優れもののモード※1

・標準モード ーーー パワーと距離を両立するモード※2

・オートエコモード プラス ーーー かしこく節電し走行距離を伸ばすエコモード

・アシストオフモード ーーー メーター機能を活かしたまま、普通の自転車として走行できるモード

液晶5ファンクションメーター

便利な時計表示付、大きく見やすい！

大画面で自転車の状態を
直感的に把握できる

忙しい朝などに
便利な時計表示

下り坂では自動でアシストセーブ

0504



YAMAHA PAS LINE UP 用途に合った最適なモデルが、きっと見つかります。

●フル充電時間とは、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。　●走行距離については裏表紙をご覧ください。　●アシストレベルの★の数はアシスト力の目安です。　●各モデルの「走行距離」は、（ ）内のモードでの
1充電あたりの走行距離です。　●各車両の走行距離、アシストレベルについては各製品ページまたはP50-51の仕様諸元表、カラーについては各製品ページをご覧ください。　●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。　●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。

走行距離

59km（強）～94km（オートエコ）充電時間：約 4.0 時間

バッテリー容量：15.4 Ah color
●●  ●●  ●●  ●●  ●●

PAS RIN

136,400円
メーカー希望小売価格（消費税10％含む）

★★★★★★
アシストレベル

★★★★★★
PASシリーズ最高アシストレベル

走行距離

51km（強）～71km（オートエコ）

バッテリー容量：15.4 Ah

充電時間：約 4.0 時間
color
●●

PAS GEAR-U

181,500円
メーカー希望小売価格（消費税10％含む）

走行距離

57km（強）～96km（オートエコ）充電時間：約 4.0 時間

バッテリー容量：15.4 Ah color
●●  ●●  ●●  ●●

PAS Ami

140,800円
メーカー希望小売価格（消費税10％含む）

★★★★★★
アシストレベル

通学・通勤モデル　　自分らしさが際立つ多彩なバリエーション

バッテリー容量：12.3 Ah

バッテリー容量：12.3 Ah

充電時間：約 3.5 時間

充電時間：約 3.5 時間

color
●●  ●●  ●●  ●●

color
●●  ●●  ●●

PAS SION-U 20型

130,900円
メーカー希望小売価格（消費税10％含む）

PAS SION-U 24型

130,900円
メーカー希望小売価格（消費税10％含む）

★★★★★★
アシストレベル

★★★★★★
アシストレベル

走行距離

46km（強）～71km（弱）

走行距離

49km（強）～76km（弱）

軽量コンパクトモデル　　扱いやすさとオシャレなデザイン

ビジネスモデル　　ビジネス仕様の積載性能と走行性能

バッテリー容量：15.4 Ah

充電時間：約 4.0 時間
color
●●  ●●  ●●

PAS ワゴン

214,500円
メーカー希望小売価格（消費税10％含む）

★★★★★★
アシストレベル

走行距離

57km（強）～77km（弱）

3輪モデル　　運転しやすい、積みやすい安心設計

NEW

color 26インチ 
●●  ●●  ●●  ●●  ●●  ●●
color 24インチ 
●●  ●●  ●●  ●●

PAS With

128,700円
メーカー希望小売価格（消費税10％含む）

★★★★★★
アシストレベル

走行距離

48km（強）～78km（オートエコ）

バッテリー容量：12.3 Ah

充電時間：約 3.5 時間

走行距離

48km（強）～78km（オートエコ）

バッテリー容量：12.3 Ah

充電時間：約 3.5 時間

PAS With DX

134,200円
メーカー希望小売価格（消費税10％含む）

★★★★★★
アシストレベル color 26インチ  

●● ●●  ●●  ●●  ●●  

color 24インチ  
●●  ●●  ●●  

★★★★★★
PASシリーズ最高アシストレベル

走行距離

59km（強）～100km（オートエコ）

バッテリー容量：15.4 Ah

充電時間：約 4.0 時間

PAS With SP

161,700円
メーカー希望小売価格（消費税10％含む）

color 26インチ 
●●  ●●  ●●
color 24インチ 
●●

走行距離

35km（強）～57km（オートエコ）

バッテリー容量：8.9 Ah

充電時間：約 2.5 時間

PAS Cheer

オープン価格
★★★★★★

アシストレベル color 26インチ 
●●  ●●  ●●  ●●
color 24インチ 
●●  ●●

ショッピングモデル　　日常使いにマッチする定番スタイル

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

★★★★★★
PASシリーズ最高アシストレベル

走行距離

56km（強）～78km（オートエコ）充電時間：約 4.0 時間
color
●●  ●●  ●●

バッテリー容量：15.4 AhPAS Crew

168,300円
メーカー希望小売価格（消費税10％含む）

子供乗せモデル　　こだわりのデザイン・カラーに育児を助ける使い勝手

color
●●  ●●  ●●  ●●  ●●  ●●

★★★★★★
PASシリーズ最高アシストレベル

走行距離

53km（強）～78km（オートエコ）

バッテリー容量：15.4 Ah

充電時間：約 4.0 時間

PAS Kiss mini un SP

170,500円
メーカー希望小売価格（消費税10％含む）

NEW

PAS Babby un

147,400円
メーカー希望小売価格（消費税10％含む）

走行距離

41km（強）～60km（オートエコ）

バッテリー容量：12.3 Ah

充電時間：約 3.5 時間
color
●●  ●●  

PAS Babby un SP
リヤチャイルドシート標準装備モデル

165,000円
メーカー希望小売価格（消費税10％含む）

color
●●  ●●  ●●  ●●  ●●

★★★★★★
PASシリーズ最高アシストレベル

走行距離

51km（強）～75km（オートエコ）

バッテリー容量：15.4 Ah

充電時間：約 4.0 時間

★★★★★★
PASシリーズ最高アシストレベル

バッテリー容量：15.4 Ah ★★★★★★
PASシリーズ最高アシストレベル

走行距離

51km（強）～75km（オートエコ）充電時間：約 4.0 時間
color
●●  ●●

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

168,300円
メーカー希望小売価格（消費税10％含む）

▶︎P15

▶︎P32

▶︎P33

▶︎P35

▶︎P36
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NEW

NEW

NEW

バッテリー容量：12.3 Ah

充電時間：約 3.5 時間
color
●●  ●●  ●●  ●●

PAS CITY-C

124,300円
メーカー希望小売価格（消費税10％含む）

★★★★★★
アシストレベル

走行距離

48km（強）～83km（オートエコ）

バッテリー容量：12.3 Ah

充電時間：約 3.5 時間
color
●●  ●●  ●●

PAS CITY-X

128,700円
メーカー希望小売価格（消費税10％含む）

★★★★★★
アシストレベル

走行距離

54km（強）～90km（オートエコ）

バッテリー容量：12.3 Ah

充電時間：約 3.5 時間
color
●●  ●●  ●●

PAS CITY-V

130,900円
メーカー希望小売価格（消費税10％含む）

★★★★★★
アシストレベル

走行距離

48km（強）～78km（オートエコ）

バッテリー容量：15.4 Ah

充電時間：約 4.0 時間
color
●●  ●●  ●●

PAS CITY-SP5

132,000円
メーカー希望小売価格（消費税10％含む）

★★★★★★
アシストレベル

走行距離

52km（強）～86km（オートエコ）

バッテリー容量：15.4 Ah

充電時間：約 4.0 時間
color
●●  ●●  ●●

PAS Brace

173,800円
メーカー希望小売価格（消費税10％含む）

★★★★★★
アシストレベル

走行距離

62km（強）～91km（オートエコ）

バッテリー容量：12.3 Ah

充電時間：約 3.5 時間
color
●●  ●●  ●●

PAS VIENTA5

144,100円
メーカー希望小売価格（消費税10％含む）

★★★★★★
アシストレベル

走行距離

45km（強）～74km（オートエコ）

走行距離

48km（強）～83km（オートエコ）

バッテリー容量：12.3 Ah

充電時間：約 3.5 時間
color
●●  ●●  ●●

PAS minä

138,600円
メーカー希望小売価格（消費税10％含む）

★★★★★★
アシストレベル
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20
inch

20
inch

24
inch

小柄なママも扱いやすい軽量コンパクトモデル

PAS Babby un SP coord. は、PAS Babby un シリーズです。

はじめての子供乗せにピッタリな安心モデルパパとママで共用しやすく、長く使いやすい

□ 押し歩きもラクな自転車がいい
□ バスケットにたくさん荷物を載せたい
□ 足がしっかりつく自転車がいい

□ 小さなお子さまを乗せたい
□ 押し歩きもラクな自転車がいい
□ 足がしっかりつく自転車がいい

□夫婦で共用したい
□子供乗せ卒業後も長く使いたい
□おしゃれなデザインにもこだわりたい

後ろ子供乗せ 前子供乗せ

▼ 例えば、こんな方に ▼ 例えば、こんな方に▼ 例えば、こんな方に

 詳しくは P.14～  詳しくは P.16～ 詳しくは P.18～

PAS Babby un  シリーズ PAS Kiss mini un SPPAS Crew

PAS子供乗せモデルは幼児2人同乗基準適合車、サイズや用途から、ぴったりの一台を選べます！

Photo：（左）PAS Kiss mini un SP アンティークレッド（ツヤ消しカラー）（右）PAS Babby un SP マットグレイッシュベージュ（ツヤ消しカラー）

Photo：PAS Babby un SP coord. ミスティグリーン（ツヤ消しカラー）

FAMILY FAMILY 
子供乗せモデル

いつもの送り迎えが、
かけがえのない親子時間に。

子供乗せ
モデルについて

もっと詳しく知りたい方は
コチラへ！

メタルパーツを
あしらった上品な

レザーテイストグリップと
サドル

リヤチャイルド
シートと同色の

ココアブラウンを配した
フロントバスケット

抜け感と軽やかさを
演出するサイドウォール

カラータイヤ

フレームカラーに合わせて
コーディネートされた

ココアブラウン×アイボリーの
リヤチャイルドシート

フレームカラーは
ミスティグリーン●●と

アンティークレッド●●の２色

アガるこだわりをふんだんに。

リヤチャイルドシートなどと全体のカラーをコーディネートし

自転車パーツに高級感を持たせた

PAS Babby un SP coord.だけの特別装備。

パス バビー アン スーパー コーデ リヤチャイルドシート標準装備モデル

PAS Babby un SP coord. DEBUT!
子供乗せモデル 
SPECIAL MODEL

PAS Babby un SP coord.について
もっと詳しく知りたい方は公式HPへ
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2022年
子供乗せモデル

適用年齢

 ホッピングパッド

自立式の肩パッドで
腕が通しやすい

  ふわふわ肩当て 
クッション

刺激と摩擦を防ぐやわらか構造

適用年齢

身長：115cm以下
体重：21.8kg以下

身長：100cm以下
体重：15kg以下

1歳～ 1歳～4歳
未満ハグシート標準装備モデル

PAS Babby un SP coord.
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

標準装備モデル

PAS Kiss mini un SP

頭部を“270度”包み込む
ハグシート

お子さまをすっぽり包み込む
“繭型”チャイルドシート

ハグするように包み込む、パパ・ママのやさしさをカタチにしました。

後乗せタイプ

小学校
入学前
まで

前乗せタイプ

“包み込まれる安心感”に　使いやすさを加えた親子の特等席

まゆ  がた

 ヘッドレスト

ヘルメットにも使われる衝撃吸収材※
で頭部を“270度”包み込む

 フットレスト

車輪巻き込み、すれ違い時の
接触から足を守る

包んで覆うから安心

 ウェルカムエントリー

お子さまを高く抱き上げ
なくても乗せ降ろし可能

日々の負担を軽減  カバー付き
  背面ポケット　

濡れ・汚れ物も気にせず収納！

 ロックレバー

片手でラクラク、
1 アクションで開け閉め

 折りたたみ機能

二段式駐輪場など高さ制限の
ある場所ではコンパクトに

よくある「困った」をサポート

※ 1.2021年モデル PAS Babby un、PAS Babby un SP、PAS Crew に標準装備のリヤチャイルドシートと比較した場合。

※JIS規格に準ずる。OGK技研調べ。

装着カンタン

近づけるだけで
カチっと固定

 マグネットバックル

  胸まで覆うフロント 
ガード

シートから足がはみ出ず、
小さなお子さまも安心！

すっぽり包む込むから安心

 通気孔

ガード部分は、
安全性と通気性を両立

 ゆったり居住空間

足元に凹凸がなく、膝元も
充分な広さを確保！

長く乗ってもずっと快適

自立式の肩パッドで
腕が通しやすい

 ホッピングパッド

 自動巻き取り式
　シートベルト

ベルトの長さ調整は
背面レバーを引くだけ！

乗せ降ろしカンタン

  長さを調整しやすい 
アジャスター

長さ調節は、バックルから出て
いるベルトをスルっと引くだけ！

NEW!

NEW!

NEW!

長く快適に使える＆乗せ降ろしもラクチン

  ゆったり座れるスペース

本体形状をよりワイドに！※1

 幅狭キャリア

小さなお子さまもまたぎやすい

本体拡大

キャリア
幅縮小

NEW!

NEW!

ゆったり

※靴19.0cm、ペットボトル350ml
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電動アシスト自転車に、「やさしさ」という新基準

PASの子供乗せモデル
軽量・コンパクトで取り回しに優れた人気の子供乗せモデル

子供乗せモデル20型のうれしさポイント

01

※ 1.PAS Crewはらくらく幅広かるっこスタンド 2。　※ 2.PAS Crewは対象外です。

02

約160cm

詳しくはP.05をご覧ください。

全長を抑えたコンパクト設計で、せまい場所で小回りが利きます。
前輪が軽く※、お子さまを乗せた手押し時の段差もラクに越えられる！

 PASシリーズ最高パワフルアシスト

 スマートパワーアシスト搭載 
お子さま2人を乗せての坂道、たっぷり荷物のお買い物。

そんな子育てシーンの負担を、PASのパワフル＆スマート

なアシストが軽減します。

 らくらく幅広かるっこスタンド※1

テコの原理でスタンドがけが簡単!

 液晶5ファンクションメーター

小柄なママでも扱いやすい！軽量コンパクト設計PASシリーズ最高レベルのアシスト！

スタンドがけもラクラク！ 

ボタン一つで電源ボタンを
簡単ロック

ふらつきを抑える車体設計とフレーム
強度により、お子さまを乗せた状態
でも安定した取り回しやハンドリン
グが可能です。

進む距離※は26インチサイズとほとんど変わりません。

安定感があり、
ふらつきにくい！

タイヤサイズは小さくても、ちゃんと進む！

※センタードライブユニットを採用。車体前後の重量バランスに優れ前輪の取り回しのよさに貢献。

PAS With 26型 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約5.6m※

PAS Babby un 20型 ・・・・・・・・・・・・・約5.6m※

PAS Kiss mini un SP 20型 ・・・・約5.0m※

GD値：ペダル1回転で自転車が進む距離。測定条件：変速ギア3速

チャイルドシートの高さ
が丁度いい位置に！

子育てシーンの
「あったらいいな！」を
集めました。

 スタンド連動式ハンドルストッパー
スタンドがけと同時にハンドルをロック

（半固定）します。

 低床U型フレーム※2

乗降時に足を高くあげる必要

がないフレーム形状。さらにま

たげる範囲も広く確保。

乗せ降ろしも安心！

小柄なママでもまたぎやすい！ 

ハンドル
LOCK !

詳しくはP04をご覧ください。

02

04 05 03 04

★★★★★★
PASシリーズ最高アシストレベル

03

01

小柄なママでもスタンドに
足が届きやすい！

段差も
ラクラク

POINT!

POINT!

タイヤサイズが小さいのでチャイルドシートの座面が低くなります。
乗せ降ろしの際、お子さまを高く抱き上げる必要はナシ！毎日の
負担を軽減します。

乗せ降ろしがラクラク

お子さまのいた

ずらによる電源

OFFを抑止！
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PAS Babby un 

●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 coord. 、PAS Babby un SP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、＊2、＊3、＊4の詳細はＰ50-51をご覧ください。

※PAS Babby un SP coord. 、PAS Babby un SP リヤチャイルドシート標準装備モデルのみ。PAS Babby unはリヤチャイルドシート装着可。

お好みのチャイルドシートを自由に選べるモデル※

グレイッシュベージュ

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

ブラック

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

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）

PAS Babby un SP coord. 

144cm以上
お子さま2人同乗の
場合は149cm以上

PAS Babby un SP/PAS Babby un

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
PAS Babby un SP coord./PAS babby un SP　体重21.8㎏以下

PAS Babby un　体重22.0kg以下/
身長115cm以下

PAS Babby un SP coord.
20型 

32.7kg

PAS Babby un SP  
20型 

33.1kg

PAS Babby un
20型 

27.6kg

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 プラス スマートパワーモード 強モード

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

★ ★ ★ ★ ★ ★ 15.4Ah 約4.0時間＊2

（30分で約20％＊1）
75km 58km 51km

PAS Babby un ★ ★ ★ ★ ★ ★ 12.3Ah 約3.5時間＊2

（30分で約25％＊1）
60km 46km 41km

お子さまの足を守る
大型ドレスガード・
チェーンガード

マットグレイッシュベージュ（ツヤ消しカラー） ※詳しくはP10をご覧ください。

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
ガード付きサドル

頭部を270度包み込む
ハグシート※

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

車体の後ろから
スムーズに解錠
できるリヤサークル錠

お子さまの足を守る
大型ドレスガード・
チェーンガード

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

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

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

車体の後ろから
スムーズに解錠
できるリヤサークル錠

頭部を270度包み込む
ハグシート※

ソリッドグレー

パウダーブルー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）

アンティークレッド（ツヤ消しカラー）ミスティグリーン（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。扱いやすい軽量コンパクトモデル。

※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。

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

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） 165,000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 150,000円

PAS Babby un SP coord.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） 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 Babby un 
［型式］ PA20BXL

メーカー希望小売価格
（消費税10%含む） 147,400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 134,000円

詳しい情報は公式HPへ

NEW

発売予定日 2022年1月下旬 発売予定日 2022年1月下旬

発売予定日 2022年4月上旬
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子供乗せモデル（幼児2人同乗基準適合車）



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
ガード付きサドル

お子さまの足を守る
大型ドレスガード・チェーンガード

車体の後ろから
スムーズに解錠
できるリヤサークル錠

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
パス キッス ミニ アン スーパー 

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。

リヤチャイルドシートは「ヘッドレスト付グランディア ハグ リヤチャイルドシート」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。詳しくはP20-21をご覧ください。

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。

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

“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。

子供乗せモデル（幼児2人同乗基準適合車）

●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、＊2、＊4の詳細はＰ50-51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21.8kg以下/
身長115cm以下

20型 31.0kg

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 プラス スマートパワーモード 強モード

PAS Kiss mini un SP ★ ★ ★ ★ ★ ★ 15.4Ah 約4.0時間＊2

（30分で約20％＊1）
78km 59km 53km

ミスティグリーン（ツヤ消しカラー） ※詳しくはP11をご覧ください。

PAS Kiss mini un SP ［型式］ PA20KSP

メーカー希望小売価格
（消費税10%含む） 170,500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 155,000円

詳しい情報は公式HPへ

マットグレイッシュベージュ（ツヤ消しカラー）アンティークレッド（ツヤ消しカラー）

パウダーブルー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）

NEW

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

発売予定日 2022年1月下旬
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木目調底板付きの
大型アルミバスケット

クルーザータイプハンドル

デザイン性と普段使いの便利さを両立。 クラシカルな印象のパーツ。

大型テリーサドル クラシカルな革巻き風グリップ

プレミアム感のあるパーツで、もっとオシャレに

夫婦で共用しやすい、ちょうどいいサイズ感のユニセックスデザイン

子供乗せモデル24型のうれしさポイント

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

子供乗せモデル（幼児2人同乗基準適合車）

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）

パス クルー
PAS Crew

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 プラス スマートパワーモード 強モード

★ ★ ★ ★ ★ ★ 15.4Ah 約4.0時間＊2 78km 60km 56km

●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、＊2、＊3、＊4、＊5の詳細はＰ50-51をご覧ください。

使い勝手に優れた夫婦共用の子供乗せモデル。

時計表示付き
液晶5ファンクション

メーター

乗り心地にこだわった、
クラシカルに魅せる大型テリーサドル

クラシカルな革巻き風グリップ

お子さまの足を守る
大型ドレスガード・
チェーンガード

大型アルミ
バスケット（22ℓ）＊3

ホワイトLEDを使用した
砲弾型バッテリーランプ

スタンド連動式
ハンドル
ストッパー

頭部を270度包み込む
リヤチャイルドシート

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）

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

［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

詳しい情報は公式HPへ

04

太めの24インチタイヤで、走行時の衝撃を
軽減。運転するママ・パパはもちろん、お子
さまも快適！

お子さまも快適に

●上部写真のモデル身長：女性 163cm 男性 175cm。

小柄なママも、
高身長のパパも
乗りやすいサイズ感で
夫婦共用にちょうどいい。
専用設計のハンドルは、
パパもゆったり乗りやすい
クルーザータイプを採用。

ふところも、
パパが窮屈にならない
ゆとりを確保。

ママもパパも乗りやすい

子供乗せ卒業後は、
チャイルドシートを
取り外して
スタイリッシュに乗れる、
ロングライフモデルです。

長く使いやすい

02 03
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●ヤマハオリジナルカラー※1

メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

19,602円 （本体価格17,820円）

［ブラック/グレー］Q5K-OGG-Y04-003
［ブラック/ブラウン］Q5K-OGG-Y04-004

●OGKオリジナルカラー（オープン価格）
［ブラック/ブラック］Q5K-OGG-208-101
［ブラック/レッド］Q5K-OGG-208-118
［ブラック/アーミーグリーン］Q5K-OGG-212-603
［ブラック/オーシャンブルー］Q5K-OGG-212-610
［重量］4.4kg

●ヤマハロゴ仕様※1

メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

22,000円 （本体価格20,000円）

［マットブラック］Q5K-OGG-Y04-008

●OGKオリジナルカラー※2（オープン価格）
[グランネイビー]Q5K-OGG-218-407
[グランオレンジ]Q5K-OGG-218-414 

［重量］4.5㎏

ブラック/
グレー マットブラック グランネイビー グランオレンジブラック/

ブラウン
ブラック/
ブラック

ブラック/
レッド

ブラック/
アーミーグリーン

ブラック/
グレー

ブラック/
ブラック

ブラック/
オーシャンブルー

ヘッドレスト付コンフォートリヤチャイルドシート グランディアリヤチャイルドシート

ヘッドレスト付
カジュアルリヤチャイルドシート

ヤマハ
オリジナル

カラー

ヤマハ
オリジナル

カラー

ヤマハ
ロゴ仕様

ヤマハ
オリジナル

カラー
ヤマハ

ロゴ仕様

●ヤマハオリジナルカラー※1

メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

15,609円 （本体価格14,190円）

［ブラック/グレー］Q5K-OGG-Y04-006

●ヤマハロゴ仕様※1

メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

15,609円 （本体価格14,190円）

［ブラック/ブラック］Q5K-OGG-Y04-005

ヘッドレスト付リヤチャイルドシート 
ハグシート

OPTIONAL
ACCESSORIES
子供乗せモデル 別売りアクセサリー

親子のカタチはイロイロだから。
子育てに役立つアイテムを
豊富にご用意。

リヤ用指定チャイルドシート
適用年齢　1歳〜小学校入学前のお子さま　適用体重と身長：体重約22kg以下、身長115cm以下

フロント用指定チャイルドシート
適用年齢：1歳〜4歳未満のお子さま　適用体重と身長：体重約15kg以下、身長100cm以下

ヘッドレスト付グランディアフロントチャイルドシート

マットブラック グランネイビー グランオレンジ

●ヤマハロゴ仕様※1

メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

19,800円 （本体価格18,000円）

［マットブラック］Q5K-OGG-Y04-009

●OGKオリジナルカラー
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

19,800円 （本体価格18,000円）

［グランネイビー］Q5K-OGG-220-233
［グランオレンジ］Q5K-OGG-220-240
［重量］4.2㎏

自転車・SG規格/
製品安全基準合格品

※チャイルドシートにお子さまを乗車の場合は、ヘルメットを着用ください。　※1.シートベルトバックルと背面ステッカーのロゴがYAMAHAになります。　※2.シートベルトバックルの
ロゴはGRANDIA、背面ステッカーのロゴはOGKになります。　※3.背面ステッカーのロゴがYAMAHAになります。　※4.レインカバー・防寒カバーを装着したチャイルドシート
にお子さまを乗せたまま自転車から絶対に離れないでください。　※5.収納物の形状、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。　※6.PAS Babby 
un SP coord. 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 Kiss mini un SPには装着できません。　●アクセサリーの
お問い合わせ先はP49をご覧ください。

バスケット・カバー・ヘルメット

フロント・リヤ共用バスケット 樹脂製
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

4,950円 （本体価格4,500円）

［ブラック］Q1H-OGG-Y04-001
［開口部]360×460ｍｍ　
［底面]270×370mm
［高さ]最大250mm　
［最小]220mm
［内容量]約31ℓ※5　
［最大積載量]PAS Kiss mini un SPの
フロントに装着する場合3kg　

［材質]樹脂

フロント・リヤ共用バスケット スチール製
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

4,400円 （本体価格4,000円）

[ブラック]Q1H-SGI-Y04-005※6

※在庫がなくなり次第
　販売終了となります。

[ブラック]Q1H-SGI-Y04-006
（2022年2月発売予定）
［開口部]310×425ｍｍ　
［底面]260×380mm
［高さ]最大250mm　最小200mm　［内容量]約22ℓ※5　
［最大積載量]PAS Kiss mini un SPのフロントに装着する場合3kg　
［材質]スチール

フロントチャイルドシート
レインカバー YRCH-001※4

メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

10,450円 （本体価格9,500円）
QQ1-OGG-Y04-004

※2020 年モデル以前の
PAS Kiss mini un シリーズ
への取付けには、別売りの
止め具セットが必要です。

止め具セット
1,650円（本体価格1,500円）
Q9K-OGG-000-044

PAS Kiss mini un SP 専用 PAS Kiss mini un SP フロント・リヤ対応｜PAS Babby un SP coord. 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 Babby un、PAS Crew リヤ対応 

※幼児二人同乗基準適合車（PAS Babby un SP coord. 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 Babby un、
PAS Kiss mini un SP、PAS Crew）をご使用の場合は、P20のチャイルドシートをご装着ください。

レッド

ブルー ネイビー

ピーチピンク マロンブラウン

イエロー

オープン価格
［レッド］Q5K-OGH-569-044
［ブルー］Q5K-OGH-569-051
［ネイビー］Q5K-OGH-569-068
［ピーチピンク］Q7C-OGH-569-075
［マロンブラウン］Q7C-OGH-569-082
［イエロー］Q5K-OGH-569-099
○サイズ頭囲：49~54cm

（年齢の目安：幼稚園・年中~小学校・低学年くらい）
※お子さまの頭部サイズにあった
ヘルメットをご着用ください。
※自転車専用につきバイクでの着用は厳禁です。

子供用ヘルメット「PAL」

レッド

ブルー

オープン価格
［レッド］Q5K-OGH-568-986
［ブルー］Q5K-OGH-568-993
［ピンク］Q5K-OGH-569-006
［ベアーブラウン］Q7C-OGH-569-013
［ネイビー］Q5K-OGH-569-037
○サイズ頭囲：47~51cm 

（年齢の目安：1~3歳くらい）
※お子さまの頭部サイズにあった
ヘルメットをご着用ください。
※自転車専用につき
バイクでの着用は厳禁です。

子供用ヘルメット「PINE」

ピンク

ベアーブラウン ネイビー

ヘッドレスト付
グランディア プラス
リヤチャイルドシート

オープン価格
［マットブラック］Q5K-OGG-219-466
［グランレッド］Q5K-OGG-219-473
[ 重量］4.8 ㎏

マットブラック グランレッド

アクセサリー装着
シミュレーター

子供乗せモデル共通

コーラルピンク

後ろ子供乗せ用レインカバー
RCR-007 Ver.C ※4

メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

12,650円 （本体価格11,500円）

[コーラルピンク]QQ1-OGG-214-584
※在庫がなくなり次第販売終了となります。

ブルー/グレーブラック グリーン/グレー

ポップアップレインカバー リヤ※4

メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

8,338円 （本体価格7,580円）

[ブラック]QQ1-SGI-344-213 
[ブルー/グレー]QQ1-SGI-344-220
[グリーン/グレー]QQ1-SGI-344-237

後ろ子供乗せ用レインカバー
RCR-008 ※4

メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

12,650円 （本体価格11,500円）

[ブラック]QQ1-OGG-219-619 

ヤマハ
ロゴ仕様

マットブラックココアブラウン

（2022年1月発売予定）

ヤマハ
ロゴ仕様※3

編込籐風ワイドリヤバスケット
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

4,950円 （本体価格4,500円）

Ｑ１Ｈ-ＳＧＩ-Ｙ０４-００３
［開口部］420×305mm
［底面］345×240mm
［高さ］前140mm　後235mm
［内容量］約24ℓ※5

チューブパイプリヤバスケット
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

3,410円 （本体価格3,100円）

Q1H-OGG-Y04-002
［開口部］350×485mm
［底面］240×380mm
［高さ］210mm
［内容量］約25ℓ※5

［材質］樹脂

ヘッドレスト付グランディアフロントチャイルドシート
ヘッドレスト付コンフォートフロントチャイルドシート
ヘッドレスト付カジュアルフロントチャイルドシート対応

前子供乗せ用レインカバー
RCF-008※4

メ－カ－希望小売価格
（消費税10％含む）

11,550円 
（本体価格10,500円）

［ブラック］QQ1-OGG-219-770

ヤマハ
ロゴ仕様

PAS Babby un SP coord. 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 Babby un、PAS Crew フロント対応

2022年 PAS Babby un SP coord. リヤチャイルドシート標準装備モデル
2022年 PAS Babby un SP リヤチャイルドシート標準装備モデル
2022年 PAS Kiss mini un SPのみ対応。
適用年齢　1歳〜小学校入学前まで　適用体重と身長 : 体重約21.8㎏以下、身長115㎝以下

ブラック/
ブラック

ブラック/
ブラウン

ブラウン/
アーミーグリーン

ヘッドレスト付コンフォート
フロントチャイルドシート

ヘッドレスト付カジュアル
フロントチャイルドシート

ブラック/ブラック

ブラック/オーシャンブルー

ブラック/レッド ブラック/
アーミーグリーン

●ヤマハロゴ仕様※1

メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

15,290円 （本体価格13,900円）

［ブラック/ブラック］Q5K-OGG-Y04-007

●OGKオリジナルカラー（オープン価格）
［ブラック/レッド］Q5K-OGG-208-279
［ブラック/アーミーグリーン］Q5K-OGG-212-634
［ブラック/オーシャンブルー］Q5K-OGG-212-641
［重量］3.4kg

●OGKオリジナルカラー（オープン価格）
[ブラック/ブラック]Q5K-OGG-211-484
[ブラック/ブラウン]Q5K-OGG-211-491
[ブラウン/アーミーグリーン]Q5K-OGG-212-658

［重量］2.4kg

※2022年 PAS Babby un SP coord. リヤチャイルドシート標準装備モデル、2022年 PAS Babby un SP リヤチャイルドシート標準装備モデル、2022年 PAS Kiss mini un SP は以下
赤枠点線内のみ対応です。それ以外のチャイルドシートは対応していない為、ご注意ください。
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軽量アルミフレーム
採用（26.6kg※1）で
取り回しラクラク。

扱いやすい軽さ

02

※ 1.With 26インチの車体重量。その他モデルは製品ページを参照ください。　※ 2. PAS Withシリーズはモデルにより搭載バスケットが異なります。詳しくは製品ページをご覧く
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。

※上記写真は、
PAS With DX 26型（27.7㎏）

スタンドをかけると連動してハンド
ルをロック（半固定）する「スタンド
連動式ハンドルストッパー」で、停
車時のふらつきを抑制します。

荷物の載せ降ろし時などの
ふらつきに配慮

毎日の使いやすさにこだわり抜いた、

8つのPOINT！PAS With series
01

後輪後方に取り付けられた「リヤサークル錠」。せま
い駐輪場で、奥まで手を伸ばさなくても解錠可能。

車体の後ろからスムーズ解錠

03

たくさんの荷物が
積めて、毎日のお買
い物にうれしい装
備です。

荷物をたっぷり積める

大容量バスケット※2

04

オリジナル低床U型フレー
ムを採用しました。ワイ
ヤー内蔵型なので、見た目
もスマート。

サイドカットされた砲弾型
バッテリーランプ。広く道
路を照らし、横からも気づ
かれやすい設計です。

リヤにチャイルドシートを
装着可能。

スカートでも
またぎやすい

暗い夜道に
明るい安心感

お子さま乗せにも
対応

06 07 08

05

平坦路や上り坂など道路状況に応じて、自動でアシストモードが切り替わるから毎日の
移動がもっとラクに。

がんばらなくていい、スマートパワーアシスト搭載

 チャイルドシートについては
　 P20を参照ください。

LOCK !

ハンドル
LOCK !

Photo：PAS With マットグレイッシュベージュ（ツヤ消しカラー）

SHOPPINGSHOPPING
ショッピングモデル

暮らしに寄り添う頼れるパートナー。

2322



アクアシアン（26型のみ）カカオ

マットグレイッシュベージュ
（26型のみ/ツヤ消しカラー）

ピュアシルバー ビビッドレッド

ノーブルネイビー

●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、＊2、＊3、＊4の詳細はＰ50-51をご覧ください。

［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

128,700円
117,000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

PAS With 
パス ウィズ

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

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 プラス 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

手を添えやすい
ガード付きソフトサドル

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

時計表示付き
液晶5ファンクション

メーター

本体価格（税抜）
※バッテリーと専用充電器を含む車両価格 122,000円

［型式］ PA26WDX ／ PA24WDX 詳しい情報は公式HPへ

メーカー希望小売価格
（消費税10%含む） 134,200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、＊2、＊3、＊4の詳細はＰ50-51をご覧ください。

ミスティグリーン
（26型のみ/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）マットグレイッシュベージュ（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 プラス 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

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（26型のみ）

詳しい情報は公式HPへ

NEW NEW

発売予定日 2021年11月下旬 発売予定日 2021年12月中旬
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詳しい情報は公式HPへ

カカオピュアシルバー（26型のみ） ビビッドレッド（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、＊2、＊3、＊4の詳細はＰ50-51をご覧ください。

バーガンディ
（26型のみ/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 スーパー
PAS With SP

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146cm以上 24型142cm以上 26型 28.1kg 24型 27.4kg

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 プラス スマートパワーモード 強モード

★ ★ ★ ★ ★ ★ 15.4Ah 約4.0時間＊2 100km 66km 59km

PASシリーズ最高走行距離＆アシストレベルのプレミアムモデル。

時計表示付き
液晶5ファンクション

メーター

手を添えやすい
ガード付きサドル

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

スタンドがけが軽い
かるっこスタンド

大容量エレガント
バスケット（約24ℓ）＊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

［型式］  PA26CH ／ PA24CH

オープン価格

ノーブルネイビー

パス チア
PAS Cheer

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

オートエコモード プラス 標準モード 強モード

★ ★ ★ ★ ★ ★ 8.9Ah 約2.5時間＊2 57km 41km 35km

●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。　●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。　●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、＊2、＊3、＊4の詳細はＰ50-51をご覧
ください。

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

走行モード 適応身長の目安＊4 総重量

4モード
（強・標準・オートエコ・アシストオフ）

26型144cm以上 24型141cm以上 26型 26.1kg 24型 25.4kg

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。

時計表示付き
液晶5ファンクション

メーター

手を添えやすい
ガード付きソフトサドル

大容量
角型ワイヤーバスケット

（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、
またぎやすく乗りやすい低床U型フレーム

［型式］  PA26WSP ／ PA24WSP

メーカー希望小売価格
（消費税10%含む） 161,700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 147,000円

詳しい情報は公式HPへ

グレーメタリック ブラック（26型のみ）

NEW NEW

発売予定日 2021年12月中旬 発売予定日 2021年12月中旬
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FASHIONABLEFASHIONABLE
お気に入りが一緒だと、毎日が楽しくなる。

通学・通勤モデル

Photo：左から PAS Ami マットライトグレー（ツヤ消しカラー）、PAS minä ホワイトオレ、PAS CITY-SP5 マットネイビー（ツヤ消しカラー）、PAS RIN ソリッドグレー 2

https://www.yamaha-motor.co.jp/pas/recommend/commute/

出発地と目的地、乗りたい自転車のタイプを選択して比較可能。

普段の生活で走る距離や通学・通勤など、

自分の生活をイメージしながら最適な1台が探せます！

通学・通勤シミュレーター

定期代との
比較もできる！
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詳しい情報は公式HPへ

シアンブルーマカロンラテ（ツヤ消しカラー） マットネイビー（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

●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、＊2、＊3、＊4、＊5の詳細はP50-51をご覧ください。

マットライトグレー（ツヤ消しカラー）

パス アミ
PAS Ami

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）

147cm以上＊5 26型 28.1kg
（ワイヤー錠は除く）

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 プラス スマートパワーモード 強モード

★ ★ ★ ★ ★ ★ 15.4Ah 約4.0時間＊2 96km 63km 57km

カワイイと実用性を両立したファッショナブルモデル。

大型バスケット（約25ℓ）＊3　

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

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

乗り心地にもこだわった
大型テリーサドル

車体の後ろからスムーズに
解錠できるリヤサークル錠

1キー３ロック
（一つの鍵でリヤサークル錠、バッテリー、
ワイヤー錠の解錠・施錠が可能）

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

時計表示付き
液晶5ファンクション

メーター

セキュリティ性を高める
ワイヤー錠を標準装備

［型式］ PA26A

メーカー希望小売価格
（消費税10%含む） 140,800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 128,000円

ソリッドグレー2

●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、＊2、＊3、＊4、＊5の詳細はＰ50-51をご覧ください。

スノーホワイト マットブラック（ツヤ消しカラー） マットオリーブ（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

パス リン
PAS RIN

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 27.9kg
（ワイヤー錠は除く）

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 プラス 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、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

車体の後ろから
スムーズに解錠できる
リヤサークル錠

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

セキュリティ性を高める
ワイヤー錠を標準装備

1キー３ロック
（一つの鍵でリヤサークル錠、バッテリー、
ワイヤー錠の解錠・施錠が可能）

［型式］ PA26RN

メーカー希望小売価格
（消費税10%含む） 136,400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 124,000円

詳しい情報は公式HPへ

NEW NEW

発売予定日 2022年1月下旬 発売予定日 2022年1月下旬
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詳しい情報は公式HPへ

スタンドがけが軽い
かるっこスタンド

セキュリティ性を高める
ワイヤー錠を標準装備

マットネイビー
（ツヤ消しカラー）

パス シティ エスピーファイブ
PAS CITY-SP5
内装5段変速＆27インチタイヤ採用の快速モデル。

大きな荷物も収まる
スチール製大型
バスケット（約25ℓ）＊3

ホワイトLED
バッテリーランプ

スポーティな走りが魅力の内装5段変速

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　

ステンレス製
リヤキャリヤ

ミラーシルバー スノーホワイト

●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、＊2、＊3、＊4の詳細はＰ50-51をご覧ください。

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）

154cm以上
27型 27.8kg
（ワイヤー錠は除く）

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 プラス スマートパワーモード 強モード

★ ★ ★ ★ ★ ★ 15.4Ah 約4.0時間＊2 86km 59km 52km

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

●アクセサリーのお問い合わせ先はP49をご覧ください。

ドレスガード
メーカー希望小売価格

（消費税10％含む）

2,200円 （本体価格2,000円）

Q5K-YSK-051-E40

OPTIONAL ACCESSORIES  別売りアクセサリー

時計表示付き
液晶5ファンクション

メーター

1キー３ロック
（一つの鍵でサークル錠、バッテリー、
ワイヤー錠の解錠・施錠が可能）

［型式］  PA27CSP5

メーカー希望小売価格
（消費税10%含む） 132,000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 120,000円

●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、＊2、＊3、＊4、＊6の詳細はＰ50-51をご覧ください。

PAS minä
パス ミナ

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

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

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 プラス 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

カスタマイズも楽しめる北欧テイストの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

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

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

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

OPTIONAL ACCESSORIES  別売りアクセサリー

アルミフロントバスケット（底板付き）

編込籐風ワイドリヤバスケット

メ－カ－希望小売価格
（消費税10％含む）
7,700円 （本体価格7,000円）
Q1H-SGI-Y04-004

［開口部］330×250mm
［底面］290×205mm　[高さ]180mm
[内容量]約12ℓ＊3　[最大積載量]３kg

［材質]本体（アルミ）/底板（木質樹脂）

※別途取付ステ－セット（Q5K-YSK-051-P24）が必要です。

※リヤバスケットを使用する場合は、リヤキャリヤが必要です。
※リヤキャリヤを使用する場合は、両足スタンドを装着することを推奨します。

※別途取付ステーセット（Q5K-YSK-051-P24）が必要です。 ※別途取付ステーセット（90793-55075）が必要です。

メ－カ－希望小売価格
（消費税10％含む）
4,950円 （本体価格4,500円）
Ｑ１Ｈ-ＳＧＩ-Ｙ０４-００３

［開口部］420×305mm
［底面］345×240mm
［高さ］前140mm　後235mm
［内容量］約24ℓ＊3

取付ステーセット
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）
1,430円 （本体価格1,300円）
Q5K-YSK-051-P24
※アルミフロントバスケット（底板付き）、籐風丸型バスケット取付時に必要です。

取付ステーセット
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）
770円 （本体価格700円）
90793-55075
※編込籐風ワイドフロントバスケット取付時に必要です。

かるっこスタンド（シルバー・クロ）
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）
4,400円 （本体価格4,000円）

［シルバー]Q5K-YSK-051-H04　［クロ]Q5K-YSK-051-H05

リヤキャリヤ（クロ）
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）
4,950円 （本体価格4,500円）
Q5K-YSK-051-E42　

［区分]クラス27＊6　［材質]スチール黒塗装　
※リヤキャリヤを使用する場合は、両足スタンドを装着することを推奨します。

編込籐風ワイドフロントバスケット
メ－カ－希望小売価格

（消費税10％含む）
4,730円 （本体価格4,300円）
Ｑ１Ｈ-ＳＧＩ-Ｙ０４-００２

［開口部］425×315mm
［底面］400×235mm　［高さ］215mm
［内容量］約23ℓ＊3
［最大積載量］3kg

籐風丸型バスケット
メ－カ－希望小売価格

（消費税10％含む）
7,700円 （本体価格7,000円）
Ｑ１Ｈ-ＲＩＮ-Ｙ０４-００２

［開口部］370×270mm
［底面］285×195mm　［高さ］230mm
［内容量］約16ℓ＊3
［最大積載量］3kg

ミラーシルバー

バーガンディ（ツヤ消しカラー）ホワイトオレ

レトロスタイル
真鍮スプリングベル

●アクセサリーのお問い合わせはP49をご覧ください。

親子安心
傷害保険付き

［型式］ PA26M

メーカー希望小売価格
（消費税10%含む） 138,600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 126,000円

詳しい情報は公式HPへ
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SMARTSMART
小さなフォルムから、個性が溢れ出る。

通学・通勤モデル （小径シリーズ）

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

マットアンバー（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。　●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、＊2、＊4、＊5の詳細はP50-51をご覧ください。

グロススモークイエローマットブラック（ツヤ消しカラー） パウダーブルー（ツヤ消しカラー）

パス シティ シー
PAS CITY-C

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）

140cm以上＊5 20型 20.8kg

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 プラス スマートパワーモード 強モード

★ ★ ★ ★ ★ ★ 12.3Ah 約3.5時間＊2 83km 57km 48km

毎日にジャストフィットする、軽量コンパクト＆モダンモデル。

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

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

乗り心地にも
こだわった
大型テリーサドル

またぎやすい低床U型フレーム

時計表示付き
液晶5ファンクション

メーター

［型式］ PA20CC

メーカー希望小売価格
（消費税10%含む） 124,300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 113,000円

詳しい情報は公式HPへ

Photo：（左）PAS CITY-V パーガンディ（ツヤ消しカラー）
　　　 （右）PAS CITY-C マットアンバー（ツヤ消しカラー）

GD値：ペダル1回転で自転車が進む距離。
測定条件：PAS With/PAS CITY-C/PAS CITY-X 変速ギア3速、PAS CITY-V 変速ギア5速

進む距離※は
26インチサイズとほとんど変わりません。

タイヤが小さい
20・24インチでも
ちゃんと進む！  

PAS With 26型 約5.6m※

PAS CITY-C 20型 約5.4m※

PAS CITY-X 20型 約5.7m※

PAS CITY-V 24型 約6.6m※

▲通学・通勤モデル（小径シリーズ）について
　もっと詳しく知りたい方は公式HPへ

3534

通学・通勤モデル（小径シリーズ）



詳しい情報は公式HPへ

ホワイトオレ

マットダークグリーン2（ツヤ消しカラー）ミラーシルバー

パス シティ エックス
PAS CITY-X

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

●走行距離については裏表紙をご覧ください。　●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、＊2、＊4の詳細はP50-51をご覧ください。

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）

153cm以上 20型 21.1kg

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 プラス スマートパワーモード 強モード

★ ★ ★ ★ ★ ★ 12.3Ah 約3.5時間＊2 90km 65km 54km

クールな直線デザインのスタイリッシュ＆コンパクトモデル。

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

スポーティサドル

スポーティなポジションをキープする
セミストレートハンドル

優れた制動力を発揮する
Vブレーキ

走行抵抗が少ない
セミスリックタイヤ

ワイヤー内蔵で見た目スッキリ、
クールな直線デザインのXフレーム

時計表示付き
液晶5ファンクション

メーター

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

バーガンディ（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。　●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、＊2、＊4の詳細はＰ50-51をご覧ください。

ミラーシルバー クリスタルブラック

パス シティ ブイ
PAS CITY-V

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）

154cm以上 24型 22.4kg

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 プラス スマートパワーモード 強モード

★ ★ ★ ★ ★ ★ 12.3Ah 約3.5時間＊2 78km 55km 48km

内装5段変速搭載。シャープなルックスの24インチスポーティモデル。

ホワイトLEDを使用した
砲弾型バッテリーランプ

優れた制動力を
発揮する
Vブレーキ

サドルとコーディネートされた
レザーテイストのグリップ

スポーティサドル2

内装5段変速ラピッドファイヤーシフト

街乗りにピッタリの
オンロードタイヤ

時計表示付き
液晶5ファンクション

メーター

［型式］ PA20CX

メーカー希望小売価格
（消費税10%含む） 128,700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 117,000円

［型式］ PA24CV

メーカー希望小売価格
（消費税10%含む） 130,900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 119,000円

詳しい情報は公式HPへ
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一漕ぎでしっかり進むから、街中で快適な走行が可能。

スポーティな走りを実現するギア比

SPORTYSPORTY
街乗りに、一味違うフットワークを。

通学・通勤モデル （スポーティシリーズ） スーツでも普段着でも楽しく乗れる、内装5段変速カジュアルスポーティモデル

ポイント1  またぎやすさに配慮したフレーム形状

ポイント2  扱いやすい軽量ボディ

ポイント3  内装5段変速＆ラピッドファイヤーシフト

 P.41

 P.40

01

03

02

04
街中の段差もスムーズに。
雨天でも優れた制動力。

中長距離の通勤でも安心 フロントサスペンション＆ディスクブレーキ

平坦路や上り坂など道路状
況に応じて、自動でアシスト
モードが切り替わる。

伸びのよい加速を実現する
スマートパワーアシストを搭載

内装構造だからチェーン外れの心配
も少なく、安心して通勤が可能。

交通の流れに乗りやすい、
スムーズな加速。

スポーティな走りを可能にする
内装8段変速

こまめな変速を可能にする
ラピッドファイヤーシフト

05 06 07

簡単に
施錠できて便利。

駐輪場で便利な
サークル錠

2020年 PAS Brace

約6.6m※

※ GD 値：ペダル 1 回転で自転車が進む距離。　※測定条件：PAS Brace 変速ギア 8 速

2021年 PAS Brace

約7.4m※

1充電あたりの
走行距離 91km

Photo：PAS Brace グロスブルー

※オートエコモードの場合
※走行距離については、裏表紙をご覧ください。

細かくギア
選択ができ、
道路状況に
合わせた
最適な
走りが可能！
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詳しい情報は公式HPへ

パウダーブルー（ツヤ消しカラー）

ベイクドピンク（ツヤ消しカラー）

ソリッドグレー2

走行中でも
わかりやすい！
液晶マルチ
ファンクション
メーター

ノーブルネイビー

走行モード 適応身長の目安＊4 総重量

4モード
（強・標準・オートエコ・アシストオフ）

149cm以上 26型 21.0kg

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 プラス 標準モード 強モード

★ ★ ★ ★ ★ ★ 12.3Ah 約3.5時間＊2 74km 54km 45km

スポーティな走りが魅力の
内装5段変速ラピッドファイヤーシフト

パス ヴィエンタ ファイブ
PAS VIENTA5
内装5段変速とライトな車体のカジュアルスポーティモデル。

液晶マルチ
ファンクション

メーター

マットブラック（ツヤ消しカラー）

ホワイトオレ

●走行距離については裏表紙をご覧ください。　●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、＊2、＊4、＊7の詳細はP50-51をご覧ください。

1

1

2

OPTIONAL ACCESSORIES  別売りアクセサリー

3 リヤキャリヤ
メ－カ－希望小売価格

（消費税10％含む）
4,950円 （本体価格4,500円）
Ｑ５Ｋ-ＹＳＫ-０５１-Ｅ３９

［区分］クラス18＊7

フロントバスケット（黒）
メ－カ－希望小売価格

（消費税10％含む）

3,080円 （本体価格2,800円）
Ｑ５Ｋ-ＢＳＣ-００２-Ｐ２１
フロントバスケット（黒）を装着する
場合、専用フロントキャリヤが必要
です。

専用フロントキャリヤ
メ－カ－希望小売価格

（消費税10％含む）

7,150円 （本体価格6,500円）
９０７９３-５５０７４

専用フェンダー（前後セット）
メ－カ－希望小売価格

（消費税10％含む）

6,930円 （本体価格6,300円）
Ｑ５Ｋ-ＹＳＫ-０５１-Ｅ37

ゲル入りサドルカバー VLC051
メ－カ－希望小売価格

（消費税10％含む）
2,607円 （本体価格2,370円）
Ｑ５Ｋ-ＲＩＮ-００１-018

サドルバッグ
メ－カ－希望小売価格

（消費税10％含む）
3,190円 （本体価格2,900円）

［ブラック］90793-63130
［ダークブラウン］Q5K-YSK-051-P29

2

3

●アクセサリーのお問い合わせはP49をご覧ください。

グロスブルー

ノーブルネイビー

パス ブレイス
PAS Brace

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

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）

156cm以上 26型 23.0kg

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 プラス スマートパワーモード 強モード

★ ★ ★ ★ ★ ★ 15.4Ah 約4.0時間＊2 91km 68km 62km

大容量バッテリー＆内装8段変速のハイスペックスポーティモデル。

スポーティな走りが魅力の
内装8段変速ラピッドファイヤーシフト

ディスクブレーキ

街乗りしやすい
ハンドルポジション

快適性も兼ね備えた
スポーティサドル3

フロントサスペンション
（プリロード調整付き）

ラクに前輪を取り外しできる
フロントクイックレリーズ

セミスリックタイヤ

駐輪場で便利な
サークル錠

Vブレーキ

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

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

セミスリック
タイヤ

サドルと色を合わせた
レザーテイストのグリップ

またぎやすさにも
配慮したスポーティ
フレーム

Vブレーキ

●走行距離については裏表紙をご覧ください。　●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、＊2、＊3、＊4、＊7の詳細はP50-51をご覧ください。

1

4

3 5

OPTIONAL ACCESSORIES  別売りアクセサリー

3 リヤキャリヤ
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

4,950円 （本体価格4,500円）
Ｑ５Ｋ-ＹＳＫ-０５１-Ｅ３９　

［区分］クラス18＊7

1 5

籐風ワイドバスケット
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）
3,300円 （本体価格3,000円）
Ｑ５Ｋ-ＢＳＣ-００２-Ｐ１９

［開口部］420×290mm　
［底面］368×222mm
［高さ］215mm
［内容量］約17ℓ＊3　［最大積載量］3㎏
※専用取付ステーが必要です。

4 かるっこスタンド(シルバー・クロ)
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）
4,400円 （本体価格4,000円）

［シルバ－］Q5K-YSK-051-H04　
［クロ］Q5K-YSK-051-H05

取付ステーセット
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）
770円 （本体価格700円）　
９０７９３-５５０７５
※ステン角型バスケット、
　籐風ワイドバスケットを装着する場合、
　別途専用取付ステーが必要です。

2 専用フェンダー（前後セット）
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）
4,620円 （本体価格4,200円）
９０７９３-５５０７６

ステン角型バスケット
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）
4,950円 （本体価格4,500円）
Ｑ１Ｈ-ＲＩＮ-Ｙ０４-００３

［開口部］365×310mm　［底面］300×225mm
［高さ］200mm　［内容量］約13ℓ＊3　
［最大積載量］3㎏
※専用取付ステーが必要です。

フロントバスケット
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）
5,500円 （本体価格5,000円）
90793-50104

［開口部］460×215mm　
［高さ］前230mm、後130mm
［内容量］約15ℓ＊3　
［最大積載量］3㎏

●アクセサリーのお問い合わせは
　P49をご覧ください。

サドルバッグ
メ－カ－希望小売価格

（消費税10％含む）
3,190円 （本体価格2,900円）

［ブラック］90793-63130
［ダークブラウン］Q5K-YSK-051-P29

時計表示付き
液晶5ファンクション

メーター

［型式］ PA26V

メーカー希望小売価格
（消費税10%含む） 144,100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 131,000円

［型式］  PA26B

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

詳しい情報は公式HPへ

4140

通学・通勤モデル（スポーティシリーズ）



04 キブンが上がるデザイン

一体感のある
美しいチェーンカバー

個性的なラウンドバスケット

05 見やすい液晶かんたんスイッチ

01 軽量※1・コンパクト※2

軽くて扱いやすいから、
いつものお出かけが快適に！

20 型が
小さいと感じる方に◎

20型 21.5kg 24型 22.5kg

押し歩き
楽ラク

駐輪も
楽ラク

足つきも
楽ラク

PASシリーズ内
トップクラスの軽さ！

PAS With26型と比べて

-5.1kg

PASショッピング
モデル比較

24 型
最軽量

活発な毎日に進み出せる、5つの特徴

COMPACTCOMPACT
私をアクティブにしてくれる一台。

軽量コンパクトモデル

▲ 軽量コンパクトモデルについてもっと詳しく知りたい方は公式HPへ！

PAS SION-U

02 こぎやすい
ショート
クランク採用で
膝を曲げる
角度が浅くラクに！

低床U型フレームで
足を高く
上げなくても
またげます。

03 またぎやすい

Photo：（左）PAS SION-U 20 型 グロススモークイエロー　（右）PAS SION-U 24 型 スノーホワイト

※ 1.PAS SION-U 24 型はスタンダードモデル比較。　※ 2. 対象モデル／ PAS SION-U 20 型。

荷物もたっぷり入る！

・坂道が多い ・荷物が多い

・平坦路が多い ・適度に運動したい

ボタンを
押すだけ

4342



詳しい情報は公式HPへ 詳しい情報は公式HPへ

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

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

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

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

グロススモークイエロー

●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。　●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、＊2、＊3、＊4、＊5の詳細はP50-51をご覧ください。

レッドスノーホワイト エスニックブルー

パス シオン ユー 20型
PAS SION-U 20型

走行モード 適応身長の目安＊4 総重量

2モード
（強・弱）

133cm以上＊5 20型 21.5kg

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

弱モード 強モード

★ ★ ★ ★ ★ ★ 12.3Ah 約3.5時間＊2 71km 46km

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

弱モード 強モード

★ ★ ★ ★ ★ ★ 12.3Ah 約3.5時間＊2 76km 49km

日々の移動が楽しくなる軽量コンパクトモデル。

個性的な
ラウンドバスケット

（約20ℓ）＊3　

個性的な
ラウンドバスケット

（約20ℓ）＊3　

液晶かんたんスイッチ
液晶かんたんスイッチかんたん変速ピアノタッチシフト かんたん変速ピアノタッチシフト

ふっかふかサドル ふっかふかサドル

駐輪場でもキー操作が
ラクなリヤサークル錠

またぎやすい
低床U型フレーム

またぎやすい
低床U型フレーム

駐輪場でもキー操作が
ラクなリヤサークル錠

ソーラーテールランプ
ソーラー
テールランプ

スタンドがけが軽い
軽量かるっこスタンド

スタイリッシュな
チェーンカバー

スタイリッシュな
チェーンカバー

スタンドがけが軽い
軽量かるっこスタンド

パーキング
ストッパー

パーキング
ストッパー

ホワイトLED
バッテリーランプ

太目のタイヤ 太目のタイヤ

ホワイトLED
バッテリーランプ

液晶かんたん
スイッチ

スノーホワイト

●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。　●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、＊2、＊3、＊4、＊5の詳細はP50-51をご覧ください。

エスニックブルーグロススモークイエロー

パス シオン ユー 24型
PAS SION-U 24型
日々の移動が楽しくなる24型軽量コンパクトモデル。

液晶かんたん
スイッチ

走行モード 適応身長の目安＊4 総重量

2モード
（強・弱）

135cm以上＊5 24型 22.5kg

［型式］  PA24SU

メーカー希望小売価格
（消費税10%含む） 130,900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 119,000円

［型式］  PA20SU

メーカー希望小売価格
（消費税10%含む） 130,900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 119,000円

4544

軽量コンパクトモデル



詳しい情報は公式HPへ

詳しい情報は公式HPへ

15.4Ah
リチウムイオンバッテリー
JIS C 8711規格 定格容量15.0Ah

メーカー希望小売価格（消費税10%含む）

47,080円 （本体価格42,800円）

［ブラック］X0U-82110-21
［ホワイト］X0U-82110-00

充電時間 約4.0時間※

12.3Ah
リチウムイオンバッテリー
JIS C 8711規格 定格容量12.0Ah

メーカー希望小売価格（消費税10%含む）

40,810円 （本体価格37,100円）

［ブラック］X0T-82110-21
［ホワイト］X0T-82110-01

充電時間 約3.5時間※

8.9Ah
リチウムイオンバッテリー
JIS C 8711規格 定格容量9.0Ah

メーカー希望小売価格（消費税10%含む）

38,500円 （本体価格35,000円）

［ブラック］X0Y-82110-20

充電時間 約2.5時間※

LEDランプ付PAS用充電器
メーカー希望小売価格（消費税10%含む）

11,330円 （本体価格10,300円）

X2P-8210C-00

PASの詳しい情報はWebサイトをチェック！ ★お近くの販売店や試乗店を検索できます！
★PASの購入や使用について疑問にお答えします！

検索PAS  保証登録

バッテリー容量は下記の充電回数で、新品の約半分になります。1充電あたりの走行距離が
著しく短くなるなどご不便をお感じの場合はバッテリー交換時期です。

※交換の目安の数値：新品バッテリー、環境温度25℃で、満充電から残量ゼロまで標準パ
ターンで走行し、専用充電器で満充電まで充電を行うことを充電1回としています。※交換の
目安は使用状況により異なりますので、保証内容等を含めご不明な点はPASショップまでお
問い合わせください。※交換バッテリーは2年保証となります。

バッテリー交換の目安についてリサイクルにご協力ください。

交換の目安は総充電回数700〜900回

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

「ネット登録」または「専用ハガキ」投函でカンタン手続き！
お手元に［保証書］をご準備ください

専用ハガキで登録
取扱説明書に添付され
ている製品保証登録票

（兼盗難保険登録）ハ
ガキにもれなく記入後、
郵便ポストに投函。

インターネットで登録
PAS公式ページ

「製品保証登録 ご購入後の登録は
コチラ」にアクセス。

または

●メーカー希望小売価格に本体価格および消費税が含まれています。　●価格は参考価格です。　●お問い合わせ先はP49をご覧ください。　詳しくはPASショップにお問い合わせください。

※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。
●バッテリーや充電器は必ずヤマハ純正部品を使用してください。
●純正部品を使用しなかった場合、保証の対象外となります。
●バッテリーの分解・修理や改造をしないでください。発熱・破損・発火・故障の原因になります。
●バッテリーをご購入の際は、お近くのPASショップよりお求めください。
●車両本体ご購入時に搭載バッテリー・充電器の変更はできません。

ブラック ホワイト

充電器

PAS専用交換バッテリー 互換対応一覧表  ※ 本カタログに掲載しているモデルにのみ対応しています。

万一の時も安心！！
PASは全車3年間盗難保険付き！［加入無料］

購入したら
すぐに登録！

※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（本体購入時に付属以外のバッテリー等）、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 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。

製品保証登録で3年間の盗難保険に加入できます。
PASをお買い上げ後3年以内に盗難にあわれた場合、本体価格※

の30％（1年目及び2年目）、50％（3年目）をご負担いただくだけで
同型車の新車をお求めいただけます。

●：互換性があり、走行距離が長くなります。　■：バッテリー互換性はありますが、走行距離が短くなります。　—：互換性はありません。

モデル名 15.4Ah 12.3Ah 8.9Ah

PAS Babby un SP coord.
リヤチャイルドシート標準装備モデル 標準搭載 ■ ■

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

PAS Babby un ● 標準搭載 ■

PAS Kiss mini un SP 標準搭載 ■ ■

PAS Crew 標準搭載 ■ ■

PAS With ● 標準搭載 ■

PAS With DX ● 標準搭載 ■

PAS With SP 標準搭載 ■ ■

PAS Cheer ● ● 標準搭載

PAS Ami 標準搭載 ■ ■

PAS RIN 標準搭載 ■ ■

モデル名 15.4Ah 12.3Ah 8.9Ah

PAS minä ● 標準搭載 ■

PAS CITY-SP5 標準搭載 ■ ■

PAS CITY-C ● 標準搭載 ■

PAS CITY-X ● 標準搭載 ■

PAS CITY-V — 標準搭載 ■

PAS Brace 標準搭載 ■ ■

PAS VIENTA5 ● 標準搭載 ■

PAS SION-U（20型） — 標準搭載 ■

PAS SION-U（24型） — 標準搭載 ■

PAS ワゴン 標準搭載 ■ ■

PAS GEAR-U 標準搭載 ■ ■

鉛電池・ニカド電池・ニッケル水素電池・
リチウムイオン電池は貴重な資源です。

ヤマハPASの電池は回収システムに
よりリサイクルされています。ヤマハは
地球環境に優しい製品づくりを目指し
ています。詳しくはお買い上げいただ
いたPASショップにご相談ください。

トリプル
センサー
システム

長期保証
※PASワゴンのみ

全車盗難
保険付き
３年間

小柄な方に
オススメ
※PASワゴンのみ

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

●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S)：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30kg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、＊2、＊3、＊4、＊8の詳細はP50-51をご覧ください。　

アイボリー

エスニックブルー

カカオ

液晶かんたん
スイッチ

走行モード 適応身長の目安＊4 総重量

4モード（強・標準・オートエコ・アシストオフ） 147cm以上 26型 35.1kg 24型 34.8kg

走行モード 適応身長の目安＊4 総重量

2 モード（強・弱） 139cm以上 16型 29.3kg（前輪18型）

フラッシュシルバー 

時計表示付き
液晶5ファンクション

メーター

やさしい操作性と積載性に優れた3輪モデル。

PAS ワゴン パス ワゴン

積載性に優れたタフなビジネス専用設計モデル。

PAS GEAR-U パス ギア ユー

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 プラス 標準モード 強モード

★ ★ ★ ★ ★ ★ 15.4Ah 約4.0時間＊2 71km 61km 51km

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

弱モード 強モード

★ ★ ★ ★ ★ ★ 15.4Ah 約4.0時間＊2 77km 57km

リヤバスケットサイズ＊3 幅：336mm×奥行：486mm×
深さ：296mm　底面（平面部）幅:260mm×奥行:350mm

バスケットサイズ　幅：494mm×奥行：304mm×深さ：248mm
リヤキャリヤサイズ　315×350mm（取っ手部分を除く）区分：クラスS ＊8

!  警告
PASワゴンは一般の自転車と機能や構造が違うため、乗車感覚が異なります。道路状況や乗り方によっては転倒の恐れもありますので、次の点にご注意ください。
● 公道で使用される前に、必ず安全な場所で充分練習してください。　● 傾斜や凹凸のある道路では、走行中にハンドルを取られやすいので充分注意をしてください。
● 走行中の急旋回（小回り）は倒れやすくなりますのでしないでください。　● 下り坂やカーブでは安全のためブレーキ操作を早めに行ってください。
● 車両に慣れるまでの練習用として、車体が左右に傾かないようにできる固定金具を同梱しています。走行に慣れたら、固定金具を取り外してください。取り付け、取り外しは、販売店にご依頼ください。

前輪錠のロックを
リモコン操作できる
リモコンFロック

業務用タイヤ

優れた制動力のＶブレーキ

積載スペースが広い
クラスＳ専用リヤキャリヤ＊8

パーキングストッパー

専用両足
スタンド

フロントバスケット
（約19ℓ）＊3

大型バスケット
（約35ℓ）＊3　

ローラーブレーキ（両後輪）　

ソーラー
テールランプ

ピアノタッチシフト

フロントパーキングブレーキ

3輪モデル/ビジネスモデル
［型式］  PA16W

メーカー希望小売価格
（消費税10%含む） 214,500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 195,000円

［型式］  PA26GU/PA24GU

メーカー希望小売価格
（消費税10%含む） 181,500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 165,000円
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価格は2021年11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、予めご了承ください。
アクセサリーのお求めは、PASショップまで

OPTIONAL ACCESSORIES  
別売りアクセサリー

サイクルカバー
PASサイクルカバー 
タイプA〜F

メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

4,180円 （本体価格3,800円）
※完全防水ではありません。

A  Q5K-YSK-051-T06　
C  Q5K-YSK-051-T07　
D  Q5K-YSK-051-T08　
E  Q5K-YSK-051-T09　
F  Q5K-YSK-051-T10

サイクルカバー Crew対応
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

4,928円 （本体価格4,480円）
QQ1-SGI-341-212
[サイズ](約)長さ2,080×高さ1,130×幅750㎜
バッテリー着脱に便利なサイドファスナー付き

月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）　9：30～12：00　13：00～17：00

〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8  FAX.0538-31-2104

■フロントバスケットカバー／サドルカバー適応表
適応モデル

フロント
バスケット

カバー

With／With DX／With SP／Cheer／SION-U／Babby un※1／ 
Babby un SP coord. リヤチャイルドシート標準装備モデル※1／

Babby un SP リヤチャイルドシート標準装備モデル※1／CITY-SP5／Ami
千鳥格子柄

サドルカバー／
PASサドルカバー／

サドルカバー
（ミッキーシェイプ）

With／With DX／With SP／Cheer／SION-U／Babby un／
Babby un SP coord. リヤチャイルドシート標準装備モデル／

Babby un SP リヤチャイルドシート標準装備モデル／
Kiss mini un SP／Ami／RIN／CITY-SP5／CITY-C／

ワゴン／GEAR-U※2

クールメッシュ
サドルカバーA With／Cheer／SION-U／CITY-SP5／ワゴン

※1 千鳥格子柄フロントバスケットカバー、フロントバスケットカバー（ヘザーブラック）のみ対応となります。　
※2 千鳥格子柄サドルカバーのみ対応となります。　●詳しいサイズはホ－ムペ－ジをご確認ください。

■サイクルカバー寸法(mm)
タイプ A C D E F
長さ 1,700 1,920 1,950 2,000 1,750

前輪部高さ 1,050 1,140 1,140 1,140 1,140
後輪部高さ 650 800 1,000 1,280 840
前輪部幅 620 620 620 620 620
後輪部幅 - - 400 400 400

■サイクルカバー適応表
モデル名 型式 アクセサリー装備内容 適応タイプ

SION-U 20型／CITY-C／CITY-X 20型 標準／リヤキャリヤ使用 A
リヤバスケット使用 F

Kiss mini un SP 20型

標準(フロントチャイルドシ－トのみ)／フロントバスケット使用 C
リヤバスケット使用 D
リヤチャイルドシート使用 E
フロント＆リヤチャイルドシート使用 E
リヤバスケット使用／フロント&リヤチャイルドシ－ト使用 E

Babby un／
Babby un SP coord.リヤチャイルド
シート標準装備モデル
Babby un SP リヤチャイルドシート
標準装備モデル

20型

標準(フロントバスケットのみ)／フロントチャイルドシ－ト使用 C
リヤバスケット使用 D
リヤチャイルドシート使用 E
フロント＆リヤチャイルドシート使用 E
リヤバスケット使用／フロント&リヤチャイルドシ－ト使用 E

Crew 24型 リヤバスケット使用／フロント&リヤチャイルドシ－ト使用 Crew対応
RIN／minä／Ami／CITY-SP5／
With／With DX／With SP／Cheer
SION-U 24型

27型
26型
24型

標準／リヤキャリヤ使用 C
リヤバスケット使用 D
リヤチャイルドシート使用 E

Brace／VIENTA５／GEAR-U
CITY-V
ワゴン

26型
24型
16型

標準／リヤキャリヤ使用 C

＊1.さざなみリヤバスケット、編込籐風ワイドリ
ヤバスケット、チューブパイプリヤバスケット、
フロント・リヤ共用バスケット（樹脂製/スチー
ル製）対応　＊2.リヤに装着する場合のみ取
付可能　＊3.防水機能はありません。　＊4.手
元スイッチを衝撃から保護するものではあり
ません。　＊5.液晶５ファンクションメ－タ－、液
晶かんたんスイッチ対応　●メーカー希望小
売価格に本体価格およ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
まれていません。　●カスタムパーツ装着の場
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変更される場合
があります。　●オープン価格について、販売
価格はPASショップまでお問い合わせくださ
い。　●商品は予告なく販売を終了させてい
ただく場合があります。　●詳しくはPAS
ショップにてお問い合わせください。

リヤバスケット※1 ●リヤバスケットを使用する場合は、リヤキャリヤが必要です。
リヤキャリヤを使用する場合は、両足スタンドを装着することを推奨します。

コンテナバスケット
オ－プン価格

［ブラック］ Ｑ１Ｈ-ＯＧＧ-Ｙ００-１０３
［開口部］410×300mm 　［底面］390×280mm
［高さ］160mm　［内容量］約16ℓ※1

※1.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。

編込籐風ワイドリヤバスケット
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

4,950円 （本体価格4,500円）
Ｑ１Ｈ-ＳＧＩ-Ｙ０４-００３

［開口部］420×305mm 　［底面］345×240mm 
［高さ］前140mm、後235mm　［内容量］約24ℓ※1

チューブパイプリヤバスケット
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

3,410円 （本体価格3,100円）
Q1H-OGG-Y04-002
[開口部]350×485mm　[底面]240×380mm

［高さ］210mm　[内容量]約25ℓ※1

さざなみリヤバスケット
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

3,190円 （本体価格2,900円）
［ダークブラウン］Q5K-YSK-051-P19
[開口部]450×320mm　[底面]410×260mm 
[高さ]前170mm、後230mm　[内容量]約27ℓ※1

※在庫がなくなり次第販売終了となります。

ダークブラウン

その他アクセサリー

［千鳥格子柄］ハンドルカバー
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

2,310円 （本体価格2,100円）
Q2J-SGI-Y00-195
[材質]ポリエステル／アクリル　※内側ボア取外し可
※在庫がなくなり次第販売終了となります。

［千鳥格子柄］フロントバスケットカバー
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

2,200円 （本体価格2,000円）
Q3J-SGI-Y01-195
[材質]ポリエステル
※在庫がなくなり次第販売終了となります。

PASフロントバスケットカバー
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

3,300円 （本体価格3,000円）
Q5K-YSK-051-T01
[材質]ポリエステル
※在庫がなくなり次第販売終了となります。

フロントバスケットカバー
（ヘザーブラック）
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

3,850円 （本体価格3,500円）
Q5K-YSK-051-T11
[材質]ポリエステル
※完全防水ではありません。

［千鳥格子柄］サドルカバー
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

1,320円 （本体価格1,200円）
Q4J-SGI-Y00-195
[材質]ポリエステル
※在庫がなくなり次第販売終了となります。

PASダイヤルロック
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

1,870円 （本体価格1,700円）
［イエロー］Q5K-YSK-051-Z11
［ワイヤー長］700mm　［ワイヤー径］12mm
※在庫がなくなり次第販売終了となります。

バッテリーロック
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

1,848円 （本体価格1,680円）
［ブラック］QQ1-SGI-737-718
［レッド］QQ1-SGI-737-732
［ブラウン］QQ1-SGI-737-725

バックミラー
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

1,320円 （本体価格1,200円）
90793-66289

PAS用スイッチカバー＊3＊4＊5
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

603円 （本体価格548円）　
QQ1-SGI-728-716

PASシリコンスイッチカバー
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

1,518円 （本体価格1,380円）　
［クリア］QQ1-SGI-728-754
［ブラック］QQ1-SGI-728-761
［ブラウン］QQ1-SGI-728-778

※左右共通

クリア

サドルカバー（ミッキーシェイプ）
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

1,540円 （本体価格1,400円）
［ブラック］Q4J-SGI-721-984
［ブラウン］Q4J-SGI-721-991

バックミラー
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

1,540円 （本体価格1,400円）
Q5K-YSK-051-Q01

クールメッシュサドルカバーA
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

2,420円 （本体価格2,200円）
90793-63193

リヤバスケットカバー
（ヘザーブラック）＊1＊2

メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）
3,960円 （本体価格3,600円）
Q5K-YSK-051-T12
[材質]ポリエステル
※完全防水ではありません。

PASサドルカバー
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

1,980円 （本体価格1,800円）
［ブラック］Q5K-YSK-051-G02
[ブラウン]Q5K-YSK-051-G05

※右のみブラック

アクセサリー装着シミュレーター

自転車のモデル、カラー、アクセサリーの組み合わせを画面上で楽しみなが
らシミュレーションできます。ご検討時、ご購入前にぜひお試しください。

https://www.yamaha-motor.co.jp/pas/simulator/ スマホにも対応！

＊3、＊7の詳細はＰ50-51をご覧ください。

PAS CITY-C/CITY-X/CITY-V シリーズにオススメ！

両立スタンド
 CITY-C

 
 CITY-X

 
 

メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

2,640円 （本体価格2,400円）
Ｑ５Ｋ-ＹＳＫ-０５１-Ｅ３８ 

［材質］スチール黒塗装
※リヤキャリヤを使用する場合は
　両足スタンドを装着することを推奨します。

サドルバッグ
 CITY-X

 
 CITY-V

メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

3,190円 （本体価格2,900円）
［ブラック］90793-63130
［ダークブラウン］Q5K-YSK-051-P29
［最大幅］120mm　［最小幅］75mm
［全長］190mm 　［高さ］100mm
［重さ］130g　［内容量］約1ℓ＊3

その他アクセサリー 

編込籐風ワイドリヤバスケット
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

4,950円 （本体価格4,500円）
Ｑ１Ｈ-ＳＧＩ-Ｙ０４-００３

［開口部］420×305mm　［底面］345×240mm
［高さ］前140mm　後235mm　［内容量］約24ℓ＊3

※リヤバスケットを使用する場合は、リヤ
　キャリヤ（Q5K-BSC-002-P43）が必要です。　
※リヤキャリヤを使用する場合は、両足
　スタンドを装着することを推奨します。

リヤキャリヤ  CITY-C
 

 CITY-X

メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

4,180円 （本体価格3,800円）
Ｑ５Ｋ-ＢＳＣ-００２-Ｐ４３

［区分］クラス18＊7

［材質］スチール黒塗装
※リヤキャリヤを使用する場合は両足スタンドを装着することを推奨します。
※チャイルドシートの装着はできません。

リヤキャリヤ  CITY-X
 

 CITY-V

メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

6,270円 （本体価格5,700円）
Q5K-YSK-051-E43

［区分］クラス18＊7　

［材質］本体：アルミ黒塗装/ステー：スチール
※リヤバスケットの装着はできません。　
※チャイルドシートの装着はできません。

コンテナバスケット
オ－プン価格

［ブラック］Ｑ１Ｈ-ＯＧＧ-Ｙ００-１０３
［開口部］410×300mm　［底面］390×280mm
［高さ］160mm　［内容量］約16ℓ＊3

※リヤバスケットを使用する場合は、リヤ
　キャリヤ（Q5K-BSC-002-P43）が必要です。
※リヤキャリヤを使用する場合は、両足
　スタンドを装着することを推奨します。

リヤキャリヤ リヤバスケット  CITY-C
 

 CITY-X

編込籐風ワイド
フロントバスケット
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

4,730円 （本体価格4,300円）
Ｑ１Ｈ-ＳＧＩ-Ｙ０４-００２

［開口部］425×315mm　［底面］400×235mm
［高さ］215mm　［内容量］約23ℓ＊3　［最大積載量］3kg
※別途取付ステーセット（Q5K-YSK-051-P24）が必要です。

ステン角型バスケット
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

4,950円 （本体価格4,500円）
Ｑ１Ｈ-ＲＩＮ-Ｙ０４-００３

［開口部］365×310mm　［底面］300×225mm
［高さ］200mm　［内容量］約13ℓ＊3

［最大積載量］3kg
※別途取付ステーセット（90793-55075）が必要です。

バスケット（大）（取付金具付き）
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

2,200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　［内容量］約13ℓ＊3

［最大積載量］3kg　［材質］スチール黒塗装
※取付ステーセットは不要です。

大型バスケット
 

メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

5,500円 （本体価格5,000円）
Ｑ５Ｋ-ＹＳＫ-０５１-Ｐ１８

［開口部］400×320mm　［底面］350×220mm
［高さ］245mm　［内容量］約17ℓ＊3　［最大積載量］3kg
※装着にはフロントキャリヤを取り外す必要があります。
※取付ステーセットは不要です。

バスケット（小）（取付金具付き）
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

2,200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　［内容量］約9ℓ＊3

［最大積載量］3kg　［材質］スチール黒塗装
※取付ステーセットは不要です。

籐風丸型バスケット
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

7,700円 (本体価格7,000円)
Ｑ１Ｈ-ＲＩＮ-Ｙ０４-００２

［開口部］370×270mm　［底面］285×195mm
［高さ］230mm　［内容量］約16ℓ＊3　［最大積載量］3kg
※別途取付ステーセット（Q5K-YSK-051-P24）が必要です。

フロントバスケット   CITY-C
 

 CITY-X
 

 CITY-V  フロントバスケット  CITY-C

アルミフロントバスケット（底板付き）
メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

7,700円 （本体価格7,000円）
Q1H-SGI-Y04-004

［開口部］330×250mm　［底面］290×205mm
［高さ］180mm　［内容量］約12ℓ＊3　［最大積載量］3kg
［材質］本体（アルミ）/底板（木質樹脂）
※別途取付ステーセット（Q5K-YSK-051-P24）が必要です。

取付ステーセット
 CITY-C

 
 CITY-X

 
 CITY-V

メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

1,430円 （本体価格1,300円）
Ｑ５Ｋ-ＹＳＫ-０５１-P24
※編込籐風ワイドフロントバスケット、籐風丸型バスケット、
アルミフロントバスケット（底板付き）取付時に必要です。

取付ステーセット
 CITY-C

 
 CITY-X

 
 CITY-V

メ－カ－希望小売価格（消費税10％含む）

770円 （本体価格700円）
90793-55075
※ステン角型バスケット取付時に必要です。
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装備・仕様

子供乗せモデル ショッピングモデル 通学・通勤モデル 軽量コンパクトモデル 3輪モデル ビジネスモデル
PAS Babby un SP coord.

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 Babby un PAS Kiss mini un SP PAS Crew PAS With PAS With DX PAS With SP PAS Cheer PAS Ami PAS RIN PAS minä PAS CITY-SP5 PAS CITY-C PAS CITY-X PAS CITY-V PAS Brace PAS VIENTA 5

PAS SION-U
20型

PAS SION-U
24型 PAS ワゴン PAS GEAR-U

リヤチャイルドシート 標準装備 ○装着可能 標準装備 ○装着可能 ×装着不可 ○装着可能 ×装着不可 ×装着不可 ×装着不可

メーカー希望小売価格（消費税10%含む） 168,300円 165,000円 147,400円 170,500円 168,300円 128,700円 134,200円 161,700円
オープン価格

140,800円 136,400円 138,600円 132,000円 124,300円 128,700円 130,900円 173,800円 144,100円 130,900円 130,900円 214,500円 181,500円

本体価格 153,000円 150,000円 134,000円 155,000円 153,000円 117,000円 122,000円 147,000円 128,000円 124,000円 126,000円 120,000円 113,000円 117,000円 119,000円 158,000円 131,000円 119,000円 119,000円 195,000円 165,000円

タイヤ径 20型 24型 26型 24型 26型 24型 26型 24型 26型 24型 26型 26型 27型 20型 24型 26型 20型 24型 16型（前輪：18型） 26型 24型

サ
イ
ズ

全長(mm) 1,785 1,720 1,850 1,880 1,785 1,880 1,785 1,880 1,785 1,880 1,775 1,825 1,855 1,840 1,880 1,535 1,585 1,765 1,780 1,775 1,620 1,830 1,665 1,890 1,845

全幅(mm) 580 560 580 590 590 580 585 580 520 575 575 595 570 570 580 580

サドル高(mm) 740-865 730-865 745-865 745-890 720-865 745-890 720-865 750-895 725-870 740-885 720-870 760-895 750-895 745-890 800-935 715-865 795-925 800-945 815-965 770-925 670-790 685-830 710-825 760-900

軸間距離(mm) 1,170 1,180 1,185 1,185 1,145 1,185 1,145 1,185 1,140 1,185 1,145 1,135 1,160 1,155 1,020 1,045 1,150 1,130 1,120 1,055 1,160 1,160 1,150

タイヤサイズ＆
タイヤ幅＊13

前 20×2.125（HE） 24×2.0（HE） 26×1
1/2（ＷＯ）

24×1
1/2（ＷＯ）

26×1
1/2（ＷＯ）

24×1
1/2（ＷＯ）

26×1
1/2（ＷＯ）

24×1
1/2（ＷＯ）

26×1
3/8（ＷＯ）

24×1
3/8（ＷＯ）

26×1
1/2（ＷＯ）

26×1.90
（HE）

27×1
1/2（ＷＯ） 20×1.75（HE） 20×1

3/8（WO） 24×1.75(HE) 26×1.50（HE） 20×1.95（HE） 24×1.75（HE） 18×1.75（HE） 26×1
1/2（ＷＯ）

24×1
3/4（ＷＯ）

後 20×2.125（HE） 24×2.0（HE） 26×1
1/2（ＷＯ）

24×1
1/2（ＷＯ）

26×1
1/2（ＷＯ）

24×1
1/2（ＷＯ）

26×1
1/2（ＷＯ）

24×1
1/2（ＷＯ）

26×1
3/8（ＷＯ）

24×1
3/8（ＷＯ）

26×1
1/2（ＷＯ）

26×1.90
（HE）

27×1
1/2（ＷＯ） 20×1.75（HE） 20×1

3/8（WO） 24×1.75(HE) 26×1.50（HE） 20×1.95（HE） 24×1.75（HE） 16×1.75（HE） 26×1
1/2（ＷＯ）

24×1
3/4（ＷＯ）

幅 約5.3cm 約5.0cm 約3.9cm 約3.6cm 約3.7cm 約4.9cm 約3.8cm 約4.2cm 約3.2cm 約4.3cm 約3.9cm 約4.8cm 約4.5cm 約4.1cm 約3.8cm 約3.9cm

適応身長の目安＊4
144cm以上

（お子さま２人同乗の場合は
149cm以上）

142cm以上
（お子さま２人同乗の場合は146cm以上）

145cm以上＊5

（お子さま２人同乗の
場合は150cm以上）

145cm
以上

141cm
以上

145cm
以上

141cm
以上

146cm
以上

142cm
以上

144cm
以上＊5

141cm
以上＊5 147cm以上＊5 146cm以上＊5 145cm以上 154cm以上 140cm以上＊5 153cm以上 154cm以上 156cm以上 149cm以上 133cm以上＊5 135cm以上＊5 139cm以上 147cm以上

車両重量 32.7kg 33.1kg 27.6kg 31.0kg 35.4kg 26.6kg 25.9kg 27.7kg 27.1kg 28.1kg 27.4kg 26.1kg 25.4kg 28.1kg
（ワイヤー錠は除く）

27.9kg
（ワイヤー錠は除く） 23.8kg 27.8kg

（ワイヤー錠は除く） 20.8kg 21.1kg 22.4kg 23.0kg 21.0kg 21.5kg 22.5kg 29.3kg 35.1kg 34.8kg

ド
ラ
イ
ブ
ユ
ニ
ッ
ト

スマートパワーアシスト ○ ○ ー ○ ー ー ー

アシストレベル ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

走行モード 
2モード/4モード

4モード
（強・スマートパワー・オートエコ・アシストオフ）

4モード
（強・スマートパワー・オートエコ・アシストオフ）

4モード
（強・標準・オートエコ・

アシストオフ）
4モード

（強・スマートパワー・オートエコ・アシストオフ）
4モード

（強・標準・オートエコ・
アシストオフ）

2モード
（強・弱）

2モード
（強・弱）

4モード
（強・標準・オートエコ・

アシストオフ）

アシスト制御機能
（変速）

S.P.E.C.3
（内装3段変速）

S.P.E.C.3
（内装3段変速）

S.P.E.C.3
（内装3段変速）

S.P.E.C.5
（内装5段変速）

S.P.E.C.3
（内装3段変速）

S.P.E.C.5
（内装5段変速）

S.P.E.C.8
（内装8段変速）

S.P.E.C.5
（内装5段変速）

S.P.E.C.3
（内装3段変速）

S.P.E.C.3
（内装3段変速）

制御センサー トリプルセンサー トリプルセンサー トリプルセンサー トリプルセンサー トリプルセンサー

グリーンコア ○ ○ ○ ○ ○

電動機定格出力 240Ｗ 240Ｗ 240Ｗ 240W 240W

デジタルメーター付き
メインスイッチ

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/バッテリー残量/スピード/時計/電源ロック）

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/バッテリー残量/スピード/時計/電源ロック）

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/バッテリー残量/スピード/時計/電源ロック）

液晶マルチファンクションメーター
（残りアシスト走行可能距離/バッテリー残量/
スピード/パワー（アシスト力）/消費カロリー）

液晶かんたんスイッチ
（バッテリー残量）

液晶かんたんスイッチ
（バッテリー残量）

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/バッテリー残量/

スピード/時計/電源ロック）

ライトシステム オートライト オートライト オートライト マニュアルライト オートライト オートライト

1
充
電
あ
た
り
の

走
行
距
離

強モード 51km 41km 53km 56km 48km 59km 35km 57km 59km 48km 52km 48km 54km 48km 62km 45km 46km 49km 57km 51km

スマートパワーモード/
標準モード 58km 46km 59km 60km 53km 66km 41km 63km 66km 55km 59km 57km 65km 55km 68km 54km ー ー 61km

オートエコモード プラス 75km 60km 78km 78km 100km 57km 96km 94km 83km 86km 83km 90km 78km 91km 74km 弱モード 71km 弱モード 76km 弱モード 77km 71km

リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン

バ
ッ
テ
リ
ー

容量 25.5V 15.4Ah＊12 25.5V 12.3Ah＊11 25.5V 15.4Ah＊12 25.5V 12.3Ah＊11 25.5V 15.4Ah＊12 25.5V 8.9Ah＊10 25.5V 15.4Ah＊12 25.5V 15.4Ah＊12 25.5V 12.3Ah＊11 25.5V 15.4Ah＊12 25.5V 12.3Ah＊11 25.5V 15.4Ah＊12 25.5V 12.3Ah＊11 25.5V 12.3Ah＊11 25.5V 15.4Ah＊12

充電時間 約4.0時間 約3.5時間 約4.0時間 約3.5時間 約4.0時間 約2.5時間 約4.0時間 約4.0時間 約3.5時間 約4.0時間 約3.5時間 約4.0時間 約3.5時間 約3.5時間 約4.0時間

主
な
自
転
車
仕
様

ブレーキ
前 2ピボットFブレーキ 2ピボットFブレーキ 2ピボットFブレーキ Vブレーキ ディスクブレーキ Ｖブレーキ 2ピボットFブレーキ 2ピボットFブレーキ/

フロントパーキングブレーキ Vブレーキ

後 ローラーブレーキ ローラーブレーキ ローラーブレーキ Ｖブレーキ ローラーブレーキ ローラーブレーキ
（両輪） ローラーブレーキ

サドル クラシカル
テリーサドル ガード付きサドル 大型テリーサドル ガード付き

ソフトサドル
クラシカル

テリーサドル
ガード付き

サドル
ガード付き
ソフトサドル

大型
テリーサドル

大型
テリーサドル 鋲打ちサドル スーパーコン

フォートサドル 大型テリーサドル スポーティサドル スポーティサドル2 スポーティサドル3 スポーティサドル ふっかふかサドル ふっかふかサドル

フレーム 低床U型（ワイヤー内蔵）/アルミ U型（ワイヤー内蔵）/
アルミ 低床U型（ワイヤー内蔵）/アルミ

ループ型
フレーム/

アルミ

ループ型フレーム
（ワイヤー内蔵）/

アルミ

ループ型フレーム
（ワイヤー内蔵）/

アルミ

スタッガード型フレーム
（ワイヤー内蔵）/

アルミ
低床U型

フレーム/アルミ
X型フレーム

（ワイヤー内蔵）/
アルミ

V型/アルミ
ダイヤモンド型

フレーム（ワイヤー内蔵）/
アルミ

S形
（ワイヤー内蔵）/

アルミ
低床U型フレーム/アルミ 低床U型フレーム/

アルミ
低床U型フレーム/

スチール

バッテリーランプ(前） 砲弾型バッテリーランプ（サイドカットあり） 砲弾型
バッテリーランプ 砲弾型バッテリーランプ（サイドカットあり） 砲弾型

バッテリーランプ
砲弾型

バッテリーランプ
砲弾型バッテリーラ
ンプ（クロムメッキ）

ホワイトLED
バッテリーランプ 砲弾型バッテリーランプ（クロムメッキ） LEDバッテリー

ランプ
砲弾型バッテリーランプ
（クロムメッキ） ホワイトLEDバッテリーランプ ホワイトLEDバッテリーランプ

リフレクター（後） LED1灯ソーラーテールランプ LED1灯ソーラーテールランプ リフレクター LED1灯ソーラー
テールランプ

LED1灯ソーラー
テールランプ リフレクター LED1灯ソーラー

テールランプ リフレクター LED1灯ソーラーテールランプ LED1灯ソーラー
テールランプ リフレクター

スタンド らくらく幅広かるっこスタンド らくらく幅広
かるっこスタンド2 かるっこスタンド かるっこスタンド かるっこスタンド サイドスタンド かるっこスタンド サイドスタンド 軽量かるっこスタンド ー 専用両足スタンド

（スチール）

バスケット（容量）
開口部内側寸法

［幅×奥行×深さ］
（mm）

大容量チューブパイプバスケット
（ココアブラウン）

（約23ℓ）
［380×320×240］

大容量チューブパイプバスケット
（ブラック）
（約23ℓ）

［380×320×240］

コクーンルームプラス
［300×405×350］

大型アルミバスケット
（約22ℓ）

［440×300×170］

大容量軽量丸型バスケット
（ダークブラウン）

（約21ℓ）
［385×295×240］

籐風ナチュラルバスケット2
（ブラック）
（約21ℓ）

［396×282×219］

大容量エレガントバスケット
（ブラック）
（約24ℓ）

［390×338×232］

大容量角型ワイヤーバスケット
（ブラック）

（約21ℓ）
［396×282×219］

大型バスケット
（ブラック）
（約25ℓ）

［440×290×238］

大型ワイヤー
バスケット

（ブラック）（約19ℓ）
［465×310×172］

別売
大型バスケット
（シルバー）
（約25ℓ）

［440×290×238］
別売

ラウンドバスケット
（ブラック）
（約20ℓ）

［400×310×220］

フロントバスケット
（ダークブラウン）

（約19ℓ）
［349×255×285］

大型バスケット
（ブラック）
（約35ℓ）

［494×304×248］

変速操作方式 グリップシフト グリップシフト グリップシフト グリップシフト ピアノタッチシフト グリップシフト グリップシフト ラピッドファイヤーシフト ピアノタッチシフト ピアノタッチシフト グリップシフト

錠前 リヤサークル錠/ディンプルキー リヤサークル錠/ディンプルキー サークル錠/
ディンプルキー

ワイヤー錠/
リヤサークル錠/
ディンプルキー

ワイヤー錠/
リヤサークル錠/
ディンプルキー

サークル錠/
ディンプルキー

ワイヤー錠/
サークル錠/

ディンプルキー
サークル錠/

ディンプルキー
リヤサークル錠/
ディンプルキー

リモコンFロック/
ディンプルキー

サークル錠/
ディンプルキー

ハンドルロック スタンド連動式ハンドルストッパー スタンド連動式ハンドルストッパー パーキングストッパー ー パーキングストッパー ー パーキングストッパー

リヤキャリヤ＊8 クラス27 クラス27 クラス27 クラス27 別売 クラス27 別売 クラス18
リヤバスケット＊9

（ダークブラウン）
［336×486×296］

専用リヤキャリヤ
（クラスS）

その他 ー ー 強化リヤハブ ー ー ー 真鍮
スプリングベル ー フロントサスペンション

フロントクイックレリーズ ー ー スイング機構
固定金具 強化リヤハブ

長期保証対象モデル 詳しくは

▶

裏表紙 ○ ○ ○ ○ ○ ー

2022 PAS 仕様諸元表

各製品ページ、諸元表に記載の＊1～＊13については以下をご覧ください。
●全機種とも一般自転車空気入れ(英式バルブ用)に対応しております。　●メーカー希望小売価格(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。
●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。

＊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。
＊6. 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27㎏です。

＊7. リヤキャリヤ（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18㎏です。
＊8. 許容積載質量はそれぞれクラス18が18㎏、クラス27が27㎏、クラスSが30㎏です。［チャイルドシートを取り

付けてお子さまを乗せる場合］ご装着されるチャイルドシートによって積載条件が異なりますので、チャイルドシート
の説明書をご確認ください。なお、クラス18のリヤキャリヤにチャイルドシートは取り付けられません。

＊9. 最大積載重量は17㎏です。
＊10. JIS C 8711による定格容量は9.0Ah
＊11. JIS C 8711による定格容量は12.0Ah
＊12. JIS C 8711による定格容量は15.0Ah
＊13. 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。

ブレーキ サドル その他

2ピボットFブレーキ
軽い操作で確かな効きめのフロント
ブレーキ。

Vブレーキ
優れた操作感で、スポーティな走りに
相応しい制動力を発揮。

ディスクブレーキ
優れた制動力とコントロール性を両立。

ローラーブレーキ
内装式で雨にも強い後輪ブレーキ。

フロントパーキングブレーキ
ブレーキ状態をロックできるパー
キングブレーキ。
※必ず平坦で安定のよい場所で
　停車してください。

スポーティサドル
アクティブな走りに適した
スポーティなサドル。

ふっかふかサドル
長時間座っても疲れにくく、
快適な座り心地のサドル。

スイング機構固定金具（PASワゴン専用）
バランスが取りにくい方のために車体（前半分）の
スイングを固定する部品です。
※取付けについてはPASショップにご相談ください。

フロントサスペンション
走行の際、路面の凹凸などで起こる衝撃を吸収し、
快適な走りを実現。サスペンションの硬さが調整
可能なプリロード機構付き。

フロントクイックレリーズ
クイックレリーズバーの操作により工具不要で着脱できるフロントタイヤ。

リモコンFロック
前輪の施錠・開錠をフロントバスケット後の操作部からリモコン操作できる
前輪錠。
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