
Passat Variant TSI Eleganceline Tech Edition
特別限定車

フォルクスワーゲンは、適切に管理された森林の木材から作られる
FSC®認証紙や、環境にやさしい植物油インキを使用することで、
資源の有効利用など環境保護に取り組んでいます。

 Volkswagen オールイン・セーフティ
 予防安全

 

衝突安全

 二次被害防止
 盗難防止装置
 視界

 
 空調
 オーディオ／
 ナビゲーション

 機能装備

 
 快適装備
 メーター周り
 外装
 シート／内装

 収納
 足回り
 その他

主要諸元表

車両型式
寸法/重量

乗車定員
性能

エンジン

諸装置

全長
全幅
全高
ホイールベース
トレッド前/後
最低地上高（空車時）
車両重量

mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg

環境仕様

四面図（mm）

二酸化炭素（CO2）排出量
排出ガス
騒音
エアコン冷媒

114g/km（JC08モード走行 燃費値換算）
一酸化炭素（CO）：1.15g/km／非メタン炭化水素（NMHC）：0.013g/km／窒素酸化物（NOx）：0.013g/km

近接排気騒音：71dB／定常走行騒音：66dB／加速走行騒音：69dB
種類：R134a／使用量：500±15g／GWP値：1,430／環境影響度目標値：150／目標年度2023年

主要装備表
4ドア 7速DSG® 右ハンドル

DBA-3CCZE
4,775
1,830
1,510
2,790

1,580/1,560
130
1,510
5名

最小回転半径:5.4m
燃料消費率（国土交通省審査値）　　　　　:  20.4km/ℓ

主要燃費向上対策:アイドリングストップ装置／筒内直接噴射／可変バルブタイミング／気筒休止／電動パワーステアリング／充電制御／DSG® 
型式:CZE／種類:直列4気筒DOHC インタークーラー付ターボ（4バルブ）／内径×行程:74.5×80.0mm／総排気量:1,394cc
圧縮比:10.0／最高出力（ネット値）:110kW（150PS）/ 5,000-6,000rpm／最大トルク（ネット値）:250Nm（25.5kgm）/1,500‐3,500rpm

燃料供給装置:電子制御式／燃料タンク容量:59ℓ／使用燃料:無鉛プレミアム
トランスミッション:自動7段（前進）1段（後退）

変速比:第1速3.500/第2速2.086/第3速1.342/第4速0.933/第5速0.973/第6速0.777/第7速0.653/後退3.722
最終減速比：1-4速:4.800/5-7速:3.428/後退:4.500

フロントサスペンション:マクファーソンストラット（スタビライザー付）／リヤサスペンション:4リンク（スタビライザー付）
フロントブレーキ:ベンチレーテッドディスク／リヤブレーキ:ディスク／タイヤサイズ:235/45 R18

Equipment List / Specifications

Passat Variant TSI Eleganceline Tech Edition 車両本体価格（消費税込） ￥4,499,000全国限定 300台

燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件（気象、道路、車両、
運転、整備などの状況）が異なってきますので、それに応じて燃料消費率は異なります。

排出ガス75%低減 平成32年度燃費基準＋10％
20.4km/ℓ

エコカー減税＊ 燃費・環境性能  燃料消費率（国土交通省審査値）

＊：正式名称「環境対応車普及促進税制」。詳しくはフォルクスワーゲン カスタマーセンターもしくは正規ディーラーにお問い合わせください。
 

 

自動車取得税 減税40%
50自動車重量税 減税%

全国限定 150台マンガングレーメタリック（5V）全国限定 150台パイライトシルバーメタリック（K2）

アダプティブクルーズコントロール"ACC" （全車速追従機能付）／レーンキープアシストシステム"Lane Assist"／渋滞時追従支援システム"Traffic Assist" 
レーンチェンジアシストシステム"Side Assist Plus"／スタティックコーナリングライト／ダイナミックコーナリングライト／ダイナミックライトアシスト
リヤビューカメラ"Rear Assist"／アラウンドビューカメラ"Area View"／駐車支援システム"Park Assist"／ドライバー疲労検知システム"Fatigue Detection System"
パークディスタンスコントロール（フロント/リヤ、前進/後退時衝突軽減ブレーキ機能付）／ オプティカルパーキングシステム／リヤトラフィックアラート（後退時警告・衝突軽減ブレーキ機能） 
プリクラッシュブレーキシステム"Front Assist" （歩行者検知対応シティエマージェンシーブレーキ機能付）／プロアクティブ・オキュパント・プロテクション
ESC（エレクトロニック・スタビリティ・コントロール）／ABS（アンチロック・ブレーキング・システム）／ブレーキアシスト
フロントエアバッグ（運転席/助手席、助手席エアバッグカットオフスイッチ）／ニーエアバッグ（運転席）／サイドエアバッグ（前席/後席）／カーテンエアバッグ／むち打ち軽減ヘッドレスト（運転席/助手席）
全席3点式シートベルト（運転席/助手席高さ調整式）／フォースリミッター付シートベルトテンショナー（運転席/助手席/後席左右）／i-Size基準適合チャイルドシート固定装置（後席左右）
エマージェンシーストップシグナル／ポストコリジョンブレーキシステム
イモビライザー
LEDヘッドライト（オートハイトコントロール機能、LEDポジションランプ、LEDターンシグナル付）／オートライト／ヘッドライトウォッシャー／フォグランプ（フロント/リヤ）
オールティンテッドガラス（UVカット機能付）／ダークティンテッドガラス（リヤ/リヤ左右、UVカット機能付）／レインセンサー／ヒーテッドウォッシャーノズル（フロント）
電動格納式リモコンドアミラー（ヒーター、自動防眩機能〈運転席〉、リバース連動機能〈助手席〉付）／自動防眩ルームミラー
3ゾーンフルオートエアコンディショナー（運転席/助手席/後席独立調整、自動内気循環機能付）／アレルゲン除去機能付きフレッシュエアフィルター（花粉/ダスト除去外気導入フィルター）
Volkswagen純正インフォテイメントシステム"Discover Pro"（SSDナビゲーションシステム、VICSワイド対応、DVD/CDプレーヤー、MP3/WMA＊1再生＊2、
AM/FM、ワイドFM対応、地デジTV受信＊3、Bluetooth®＊4オーディオ/ハンズフリーフォン、ジェスチャーコントロール、"Volkswagen Media Control”アプリケーション対応）
ETC2.0対応車載器／モバイルオンラインサービス"Volkswagen Car-Net"（コネクティビティ機能"App-Connect"、テレマティクス機能"Guide & Inform"）
MEDIA-IN（iPod®＊5/iPhone®＊5/USBデバイス接続装置）／オーディオ外部入力端子／8スピーカー
オートホールド機能／BlueMotion Technology（Start/Stopシステム、ブレーキエネルギー回生システム）／スマートエントリー&スタートシステム "Keyless Access"＊6

パワーテールゲート（挟み込み防止機能、"Easy Open"機能付）／カミングホーム&リービングホーム／12V電源ソケット（前席、後席、ラゲージルーム）
パドルシフト／チルト&テレスコピックステアリング／電動パワーステアリング／エレクトロニックパーキングブレーキ／ドライビングプロファイル機能
カップホルダー（前席/後席）／センターアームレスト（前席/後席）
デジタルメータークラスター"Active Info Display"／シートベルト警告装置（全席）／タイヤ空気圧警告灯
ダークテールランプ／LEDテールランプ／シルバールーフレール
アルカンターラ＆レザーシート＊7／トップコンフォートシート（運転席/助手席）／高さ調整式シート（運転席/助手席）／座面長調整式シート（運転席）
角度調整式シート（運転席）／パワーシート（運転席〈リクライニング〉）／パワーランバーサポート（運転席）／分割可倒式シート（後席）／シートヒーター（運転席/助手席）
アルミニウムデコラティブパネル／レザーマルチファンクションステアリングホイール／レザーシフトノブ／ステンレスドアシルプレート
グローブボックス（エアコン送風口付）／ラゲージネットパーティション／スライディングカバー
電子制御式ディファレンシャルロック"XDS"／235/45R18モビリティタイヤ／8Jx18アルミホイール（5ダブルスポーク）
Volkswagen Professional Care

＊1：著作権保護されているWMA（Windows Media®Audio）形式の音楽ファイルは再生できません。＊2：DVD‐R/CD‐R/CD‐RWやSDHCメモリーカードなどに記録された音楽ファイルの直接再生が可能
です。＊3：安全のため、走行中は本機モニターで地上デジタルTVやDVDの映像を見ることはできません。音声のみとなります。＊4：Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,Inc.の商標または登録商標です。Bluetooth®
は携帯電話の仕様や設定により、接続できない場合や、操作方法・表示・動作が異なる場合があります。＊5：iPod®、iPhone®は、米国および他の国 で々登録されたApple Inc.の商標です。iPhone®の商標は、アイホン
株式会社のライセンスにもとづき使用されています。＊6：スマートエントリー＆スタートシステムは、電波により植え込み型ペースメーカーなどの医療用電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。＊7：レザーシートの
シート側面およびシート背面などに合成皮革を使用しています。詳しくはフォルクスワーゲンカスタマーセンターまたは正規ディーラーにお問い合わせください。●表示の価格は消費税込みです。車両本体価格
には、付属品価格、保険料、税金（消費税を除く）、登録に伴う諸費用、リサイクル料金は含まれておりません。別途必要となります。●本仕様・主要装備・諸元などは予告なく変更される場合があります。
●フォルクスワーゲングループ ジャパンが日本に輸入する車は、安全対策および排気ガス対策の点で現行の国内基準をすべて満たしています。●燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の
走行時には、この条件（気象、道路、車両、運転、整備などの状況）が異なってきますので、それに応じて燃料消費率は異なります。●スノーチェーンのご使用に際し、製品によってはボディに干渉する恐れがあり
ますので、詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。※走行中に使用できるのは一部のアプリケーションとなります。全てのアプリケーションに対応するものではありません。※ボディカラー、内張りとシートの
カラーについては、撮影・印刷条件により実際の車両と異なって見えることがありますのでご了承ください。※本カタログ中で使用した写真およびイラストは、 実際と異なる場合がありますのでご了承ください。
製造事業者：フォルクスワーゲン グループジャパン株式会社
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ラゲージスペースの容量はISO測定法＊による。
（　）内は後席を倒した場合。
＊：ISOの定めたトランク容量測定方法。容量1ℓ
（200mm×100mm×50mm）のテストボックス
にて測定。（ドイツにおける公表値）

ラゲージスペース

650（1,780）ℓ



大容量ラゲージルームと先進装備の数々。
さらに快適で安心なドライブを実現しました。
大容量のラゲージルームと自在なシートアレンジで、思いのままにライフスタイルを拡げてくれるPassat Variant。
Volkswagenの誇る最先端テクノロジーの数々によって、いまその魅力をさらに高める特別な一台が新登場。
いつものドライブをより快適にしてくれる “Discover Pro”や“Active Info Display”を搭載。
さらに、運転をサポートし安全性を高めてくれる “ACC” や“Lane Assist”などの装備が、
遠出の行き帰りにも、快適・安心なドライブをかなえます。

特別仕様車 “Passat Variant TSI Eleganceline Tech Edition”登場。

パイライトシルバーメタリック（K2）
18インチアルミホイール（グレー）

全国限定 150台

マンガングレーメタリック（5V）
18インチアルミホイール（シルバー）

全国限定 150台

Photo  ボディカラー：パイライトシルバーメタリック（K2）  写真は一部実際と異なる場合があります。 



■2  デジタルメータークラスター “Active Info Display”
従来のアナログ型に代わる12.3インチ大型ディスプレイによるフルデジタル
メータークラスター。高解像度ディスプレイには速度計とタコメーターに加
え、好みに合わせて数種類のモードから選択したグラフィックを表示できます。
ナビゲーションモードを選択した場合は、画面中央に“Discover Pro”と
連動したマップをより大きくワイドに映し出すこともできます。

少し先の当たり前を、今その手の中に。
ドライビングにゆとりを生みだすインフォメーションテクノロジー。

■1  Volkswagen純正インフォテイメントシステム “Discover Pro”
9.2インチ大型全面タッチスクリーンを採用。従来のナビゲーションシステムの域を超える、車両を総合
的に管理するインフォテイメントシステムです。全面タッチスクリーンにより、まるでスマートフォンの
ように画面上を軽くタッチするだけで反応します。大画面の特徴を生かし、3つの画面を同時に表示さ
せることも可能。手のひらを画面にかざして左右にスワイプするだけで画面操作を行えるジェス
チャーコントロール※1を搭載しました。モバイルオンラインサービス“Volkswagen Car-Net”を使え
ば、最新の情報をオンラインで入手したり、スマートフォンとの連携が可能です。さらに純正システムな
らではの車両との連動性により、車両の各種情報の表示や先進安全装備などの設定も可能。もちろん、
フルセグ地上デジタルTVチューナー＊1、iPod®＊2/iPhone®＊2/音楽再生（MP3、WMA＊３、AAC）＊4、
Bluetooth®＊5オーディオ/ハンズフリーフォンにも対応しています。

□SSDナビゲーションシステム   □VICSワイド対応   □DVD/CDプレーヤー  
□MP3/WMA＊3再生＊4   □AM/FM   □ワイドFM対応   □地デジTV受信＊1  

□Bluetooth®＊5オーディオ/ハンズフリーフォン    □ジェスチャーコントロール※1   
□“Volkswagen Media Control”アプリケーション対応

“Discover Pro”主な機能

＊1：安全のため走行中は本機モニターで地上デジタルTVやDVDの映像を見ることはできません。音声のみとなります。 ＊2：Apple CarPlay™、iPod®、iPhone®は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone®商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。 
＊3：著作権保護されているWMA（Windows Media® Audio）形式の音楽ファイルは再生できません。 ＊4：DVD-R/CD-R/CD-RWやSDHCメモリーカードなどに記録された音楽ファイルの直接再生が可能です。 ＊5：Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,Inc.の商標または登録商標です。Bluetooth®は携帯電話の仕様や設定により接続できない場合や、
操作方法・表示・動作が異なる場合があります。＊6：Gracenote®はグレースノート社の登録商標です。 ＊7：無償期間終了後は、専用ポータルサイトで有償更新可能。通信費は別途、各通信会社との契約に基づき発生、変動します。契約内容によっては別途追加契約が必要となる場合があります。＊8：MirrorLink™はCar Connectivity Consortiumの
商標または登録商標です。携帯電話の種類によって対応していない場合があります。 ＊9：Google、Google Play、Android™、Android Auto™は、Google Inc.の商標または登録商標です。 　※写真は一部実際と異なる場合があります。 ※モニター画面はイメージです。

□ オンラインVICS情報   □ オンライン施設検索   □ オンラインボイス検索   
□ 駐車場（満空情報）   □ ガソリンスタンド（料金情報）   □ ニュース   □ 天気予報 
□ 目的地インポート   □ ビークルヘルスレポート   □ オンラインGracenote®＊6

“Guide & Inform” 各種オンラインサービス・機能

ジェスチャーコントロール※1

タッチスクリーンに触れることなく、手のひらを画面にかざして左右にスワ
イプするだけでラジオ選局などの操作を行えます。視線や運転姿勢を変え
ずに、手のジェスチャーで快適に画面操作が可能です。
※1：ジェスチャーコントロール操作が可能な画面（操作内容）：MENU画面（メニューのページ切替） ラジオ
画面（局変更） メディア画面（アルバム変更、曲変更）

テレマティクス機能 “Guide & Inform”
“Discover Pro”をスマートフォンやWi-Fiルーターなどの通信機器と
接続し、専用サーバーと通信を行うことで、各種情報を入手できます。
ルート案内の精度をさらに高めたり、オンラインによる検索を行うことで
最新の施設を検索したり、ボイス検索をすることで運転時もより安全か
つ簡単に充実した内容の検索が可能。また、ニュースや天気予報など
目的地の最新情報を入手したり、Gracenote®＊6情報をオンラインで最新
のものにアップデートすることができます。“Guide & Inform”機能
は、新車購入時より3年間無償＊7で提供しています。

コネクティビティ機能 “App-Connect”
インフォテイメントシステムとスマートフォン間の通信を可能とする
Volkswagenが提供する機能です。“App-Connect”は“MirrorLink™”＊8、
“Apple CarPlay™”＊2、“Android Auto™”＊9に対応します。“App-Connect”を
利用して、対応するアプリケーションを車載器の画面上で閲覧したり、音声
で操作することが可能です。

モバイルオンラインサービス“Volkswagen Car-Net”

Special Equipment



「安全性はすべてに優先する」。 Volkswagenの大切な理念のひとつです。

Volkswagen 

渋滞のストレス軽減。 
渋滞時追従支援システム “Traffic Assist”

“Lane Assist”と“ACC”を組み合わせた、渋滞時追従支援システム“Traffic Assist”は
交通渋滞時やストップ＆ゴーの多い状況での運転を支援。時速30km以上の走行時かつ
ドライバーの両手がステアリングに関与している条件下で、時速0～60kmの速度域で自
動的に加減速を行い、一定の車間距離を保ち、また車線の維持支援を行います。時速
65km以上の中・高速走行時に自動追従している際は、車両が時速60km以下の低速度
域に入った場合でも作動し、先行車が完全に停車するまでの範囲で制御が可能＊です。
＊：本機能は先行車のゆるやかな減速に対応するものであり、急ブレーキによる減速に対応するものではありません。
※起動速度30km/h以上  作動速度0～60km/h  ※作動条件 ドライバーの両手がステアリングを握っていてハンドル
操作に関与していること

安全な車間距離を常にキープ。
アダプティブクルーズコントロール “ACC ”（全車速追従機能付）

クルーズコントロールにレーダーセンサーを組み合わせたシステム。高感度レーダー
スキャンで先行車を測定。あらかじめ設定されたスピードを上限に自動で加減速を行い、
一定の車間距離を維持することで、ドライバーの疲労を低減させます。このシステムは
渋滞などの低速度域でも作動し、先行車が完全に停止するまでの範囲で制御が可能＊。
作動状況はメーターディスプレイで視覚的に確認できます。
＊：本機能は先行車のゆるやかな減速に対応するものであり、急ブレーキによる減速に対応するものではありません。
※起動速度 30km/h以上　作動速度 0km/h以上

車線逸脱しないようドライバーをサポート。
レーンキープアシストシステム “Lane Assist”

フロントガラス上部のカメラにより走行中の車線をモニタリング。ドライバーの意図しな
い車線の逸脱を検知すると、ステアリング補正＊を行い警告します。メーターディスプレイ
には走行車線マーキングを表示し、ステアリング操作をサポートします。
＊：ステアリングの補正はドライバーのステアリング操作で解除できます。  ※起動速度65km/h以上  作動速度60km/h以上

前方の車や歩行者を検知して衝突被害軽減をサポート。
プリクラッシュブレーキシステム “Front Assist”
（歩行者検知対応シティエマージェンシーブレーキ機能付）

全速度域＊においてレーダーで前方の車両との距離を検知。衝突の危険を検知する
とブレーキシステムをスタンバイし、警告音と警告灯で注意喚起を促します。それで
もドライバーが回避操作を行わない場合やドライバーによるブレーキングが不十分な
場合、システムが介入し自動で減速させて衝突の被害を軽減します。また、時速
45km未満での走行中は歩行者検知対応シティエマージェンシーブレーキ機能が作
動。レーダーとフロントカメラが連携し車両だけでなく、歩行者も検知し、ドライバー
が回避操作を行わない場合やブレーキ操作が不十分な場合、システムが介入し、自
動的にブレーキを作動させ危険を回避、あるいは追突の被害を軽減します。
＊：プリクラッシュブレーキシステム“Front Assist”が“ON”の時、時速約5km以上で前方の交通状況を検知します。

安全な車線変更をサポート。
レーンチェンジアシストシステム 
“Side Assist Plus”

リヤバンパー左右のレーダーセンサーにより車両後方約70mまでの範囲で周
辺の状況をモニタリング。車両の斜め後ろの死角エリアに車両が走行している
場合、ドアミラーの専用インジケーターが点灯。ドライバーが気付かずに検
出車両の方向にウインカーを作動させると点滅に切り替わり、ドライバーの注
意をミラーに引き寄せます。また、検出車両の方向に進路変更しようとすると
ステアリングを自動で補正して軌道を修正し、他車との接触を回避します。
※作動速度 10km/h以上

衝突安全
万が一の事故のダメージを軽減する

二次被害防止
事故が起きた後の被害を抑える

予防安全
事故を起こさせない

ポストコリジョン
ブレーキシステム

エマージェンシー
ストップシグナル

9エアバッグ

・ 全席3点式シートベルト（運転席／助手席高さ調整式）
・ むち打ち軽減ヘッドレスト（運転席／助手席）

i-Size基準適合
チャイルドシート固定装置
（後席左右）

高剛性ボディ

フォースリミッター付
シートベルトテンショナー
（運転席／助手席／後席左右）

アラウンドビューカメラ
“Area View”

・オプティカルパーキングシステム ・ESC（エレクトロニック・スタビリティ・コントロール） 
・ABS（アンチロック・ブレーキング・システム）・ブレーキアシスト

レーンチェンジ
アシストシステム
“Side Assist Plus”

駐車支援システム
“Park Assist”

プロアクティブ・
オキュパント・
プロテクション

スタティック
コーナリングライト

渋滞時追従支援システム
“Traffic Assist”

プリクラッシュブレーキ
システム“Front Assist”
（歩行者検知対応シティエマー
ジェンシーブレーキ機能付）

リヤトラフィックアラート
（後退時警告・衝突軽減
ブレーキ機能）

ドライバー疲労検知システム
“Fatigue Detection 
System”

リヤビューカメラ
“Rear Assist”

パークディスタンス
コントロール
（フロント/リヤ、前進/後退時
衝突軽減ブレーキ機能付）

アダプティブクルーズ
コントロール“ACC”
（全車速追従機能付）

レーンキープアシスト
システム
“Lane Assist”

ダイナミック
ライトアシスト

ダイナミック
コーナリングライト

Special Equipment

■6  ダイナミックライトアシスト
フロントカメラで対向車のヘッドライト、先行車のテールランプを検出し、対向車・先行
車の位置と距離を算出します。その結果に基づき、ヘッドライトの光の照射角度を変え
て、適切な状態で照射エリアを細かく調整します。対向車や先行車のドライバーを眩
惑することなく、前方の路面と路肩を広範囲に明るく照らすことができます。

■7  電子制御式ディファレンシャルロック “XDS”
高速コーナリング時に駆動輪内側のグリップ不足を検知すると、
クルマが瞬間的にブレーキをかけて内輪の空転を抑制。トラク
ションを回復させてアンダーステアを軽減します。この“XDS”に
より、スポーティで正確なハンドリングをさらに向上させています。

■5  ダイナミックコーナリングライト
ステアリング操作に連動し、ヘッドライトの照射エリアを細かく調整。曲がる方向
を適切に照らし出し、より安全性を高めます。

■ダイナミックコーナリングライト
■通常のロービーム

■4  アラウンドビューカメラ “Area View”
運転席からでは視認しにくい周囲の情報を、映像で提供するシステム。フロント・左右サイド・リヤの
4台のカメラにより、車両を上空から見下ろしているような合成画像をディスプレイに表示。それぞれ
のカメラの画像はワンタッチで切り替えられます。車両の周囲を視覚的に把握できるので、狭い路地
での確認などに便利です。

■3  駐車支援システム“Park Assist”
縦列駐車・車庫入れの駐車時に、駐車可能スペースの検出とステアリング操作を自動で行い、駐車をサポートするシステムです。
さらに、縦列駐車からの発進の際も、同様に車両が自動でステアリング操作を行い、発進をサポートします。ドライバーは、システム
のガイドに従い、アクセル、ブレーキ、シフト操作を行います。
【駐車プロセス中は次の事に注意してください】（1）車両が自動でステアリング操作を行いますので、ステアリングから手を離してください。手を挟むなど思わぬケガにつながるおそれがあります。（2）車速が
システムの制限速度を超過しそうになると、ブレーキが作動して自動で減速する場合があります。（3）車両が障害物に近づいて衝突するおそれがある場合、被害を軽減するために自動的にブレーキが作
動することがあります。システムの各機能には限界があります。システムを過信せず、十分な注意を払い、安全な運転を心がけてください。システムの作動条件等、その他の重要な注意事項がございます。
詳しくは、正規ディーラーにお問い合わせください。※車両が全ての操作を自動で行うシステムではありません。低い縁石や輪止め、超音波を反射しないものなど、センサーで検知できないものもありますの
で、必ずドライバーが十分な安全確認を行い、必要に応じて駐車プロセスを中断してください。また、フェンス、支柱、樹木、周囲の車両の開いたテールゲート等は、センサーに検知されない場合があります。

※これらのシステムは衝突などを自動で回避するものではありません。また、システムの制御には限界があり、道路状況や天候によっては作動しない場合があります。
システムを過信せず、十分な注意を払い安全な運転を心がけてください。 ご使用の際には必ず取扱説明書をお読みください。詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。 ※写真は一部実際と異なる場合があります。 イラストは、機構説明用につき実際のものとは一部異なります。

あなたの運転を、もっと安心にもっと便利にサポートしてくれる最新装備。



Passat Variant TSI Eleganceline Tech Edition
特別限定車

フォルクスワーゲンは、適切に管理された森林の木材から作られる
FSC®認証紙や、環境にやさしい植物油インキを使用することで、
資源の有効利用など環境保護に取り組んでいます。

 Volkswagen オールイン・セーフティ
 予防安全

 

衝突安全

 二次被害防止
 盗難防止装置
 視界

 
 空調
 オーディオ／
 ナビゲーション

 機能装備

 
 快適装備
 メーター周り
 外装
 シート／内装

 収納
 足回り
 その他

主要諸元表

車両型式
寸法/重量

乗車定員
性能

エンジン

諸装置

全長
全幅
全高
ホイールベース
トレッド前/後
最低地上高（空車時）
車両重量

mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg

環境仕様

四面図（mm）

二酸化炭素（CO2）排出量
排出ガス
騒音
エアコン冷媒

114g/km（JC08モード走行 燃費値換算）
一酸化炭素（CO）：1.15g/km／非メタン炭化水素（NMHC）：0.013g/km／窒素酸化物（NOx）：0.013g/km

近接排気騒音：71dB／定常走行騒音：66dB／加速走行騒音：69dB
種類：R134a／使用量：500±15g／GWP値：1,430／環境影響度目標値：150／目標年度2023年

主要装備表
4ドア 7速DSG® 右ハンドル

DBA-3CCZE
4,775
1,830
1,510
2,790

1,580/1,560
130
1,510
5名

最小回転半径:5.4m
燃料消費率（国土交通省審査値）　　　　　:  20.4km/ℓ

主要燃費向上対策:アイドリングストップ装置／筒内直接噴射／可変バルブタイミング／気筒休止／電動パワーステアリング／充電制御／DSG® 
型式:CZE／種類:直列4気筒DOHC インタークーラー付ターボ（4バルブ）／内径×行程:74.5×80.0mm／総排気量:1,394cc
圧縮比:10.0／最高出力（ネット値）:110kW（150PS）/ 5,000-6,000rpm／最大トルク（ネット値）:250Nm（25.5kgm）/1,500‐3,500rpm

燃料供給装置:電子制御式／燃料タンク容量:59ℓ／使用燃料:無鉛プレミアム
トランスミッション:自動7段（前進）1段（後退）

変速比:第1速3.500/第2速2.086/第3速1.342/第4速0.933/第5速0.973/第6速0.777/第7速0.653/後退3.722
最終減速比：1-4速:4.800/5-7速:3.428/後退:4.500

フロントサスペンション:マクファーソンストラット（スタビライザー付）／リヤサスペンション:4リンク（スタビライザー付）
フロントブレーキ:ベンチレーテッドディスク／リヤブレーキ:ディスク／タイヤサイズ:235/45 R18

Equipment List / Specifications

Passat Variant TSI Eleganceline Tech Edition 車両本体価格（消費税込） ￥4,499,000全国限定 300台

燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件（気象、道路、車両、
運転、整備などの状況）が異なってきますので、それに応じて燃料消費率は異なります。

排出ガス75%低減 平成32年度燃費基準＋10％
20.4km/ℓ

エコカー減税＊ 燃費・環境性能  燃料消費率（国土交通省審査値）

＊：正式名称「環境対応車普及促進税制」。詳しくはフォルクスワーゲン カスタマーセンターもしくは正規ディーラーにお問い合わせください。
 

 

自動車取得税 減税40%
50自動車重量税 減税%

全国限定 150台マンガングレーメタリック（5V）全国限定 150台パイライトシルバーメタリック（K2）

アダプティブクルーズコントロール"ACC" （全車速追従機能付）／レーンキープアシストシステム"Lane Assist"／渋滞時追従支援システム"Traffic Assist" 
レーンチェンジアシストシステム"Side Assist Plus"／スタティックコーナリングライト／ダイナミックコーナリングライト／ダイナミックライトアシスト
リヤビューカメラ"Rear Assist"／アラウンドビューカメラ"Area View"／駐車支援システム"Park Assist"／ドライバー疲労検知システム"Fatigue Detection System"
パークディスタンスコントロール（フロント/リヤ、前進/後退時衝突軽減ブレーキ機能付）／ オプティカルパーキングシステム／リヤトラフィックアラート（後退時警告・衝突軽減ブレーキ機能） 
プリクラッシュブレーキシステム"Front Assist" （歩行者検知対応シティエマージェンシーブレーキ機能付）／プロアクティブ・オキュパント・プロテクション
ESC（エレクトロニック・スタビリティ・コントロール）／ABS（アンチロック・ブレーキング・システム）／ブレーキアシスト
フロントエアバッグ（運転席/助手席、助手席エアバッグカットオフスイッチ）／ニーエアバッグ（運転席）／サイドエアバッグ（前席/後席）／カーテンエアバッグ／むち打ち軽減ヘッドレスト（運転席/助手席）
全席3点式シートベルト（運転席/助手席高さ調整式）／フォースリミッター付シートベルトテンショナー（運転席/助手席/後席左右）／i-Size基準適合チャイルドシート固定装置（後席左右）
エマージェンシーストップシグナル／ポストコリジョンブレーキシステム
イモビライザー
LEDヘッドライト（オートハイトコントロール機能、LEDポジションランプ、LEDターンシグナル付）／オートライト／ヘッドライトウォッシャー／フォグランプ（フロント/リヤ）
オールティンテッドガラス（UVカット機能付）／ダークティンテッドガラス（リヤ/リヤ左右、UVカット機能付）／レインセンサー／ヒーテッドウォッシャーノズル（フロント）
電動格納式リモコンドアミラー（ヒーター、自動防眩機能〈運転席〉、リバース連動機能〈助手席〉付）／自動防眩ルームミラー
3ゾーンフルオートエアコンディショナー（運転席/助手席/後席独立調整、自動内気循環機能付）／アレルゲン除去機能付きフレッシュエアフィルター（花粉/ダスト除去外気導入フィルター）
Volkswagen純正インフォテイメントシステム"Discover Pro"（SSDナビゲーションシステム、VICSワイド対応、DVD/CDプレーヤー、MP3/WMA＊1再生＊2、
AM/FM、ワイドFM対応、地デジTV受信＊3、Bluetooth®＊4オーディオ/ハンズフリーフォン、ジェスチャーコントロール、"Volkswagen Media Control”アプリケーション対応）
ETC2.0対応車載器／モバイルオンラインサービス"Volkswagen Car-Net"（コネクティビティ機能"App-Connect"、テレマティクス機能"Guide & Inform"）
MEDIA-IN（iPod®＊5/iPhone®＊5/USBデバイス接続装置）／オーディオ外部入力端子／8スピーカー
オートホールド機能／BlueMotion Technology（Start/Stopシステム、ブレーキエネルギー回生システム）／スマートエントリー&スタートシステム "Keyless Access"＊6

パワーテールゲート（挟み込み防止機能、"Easy Open"機能付）／カミングホーム&リービングホーム／12V電源ソケット（前席、後席、ラゲージルーム）
パドルシフト／チルト&テレスコピックステアリング／電動パワーステアリング／エレクトロニックパーキングブレーキ／ドライビングプロファイル機能
カップホルダー（前席/後席）／センターアームレスト（前席/後席）
デジタルメータークラスター"Active Info Display"／シートベルト警告装置（全席）／タイヤ空気圧警告灯
ダークテールランプ／LEDテールランプ／シルバールーフレール
アルカンターラ＆レザーシート＊7／トップコンフォートシート（運転席/助手席）／高さ調整式シート（運転席/助手席）／座面長調整式シート（運転席）
角度調整式シート（運転席）／パワーシート（運転席〈リクライニング〉）／パワーランバーサポート（運転席）／分割可倒式シート（後席）／シートヒーター（運転席/助手席）
アルミニウムデコラティブパネル／レザーマルチファンクションステアリングホイール／レザーシフトノブ／ステンレスドアシルプレート
グローブボックス（エアコン送風口付）／ラゲージネットパーティション／スライディングカバー
電子制御式ディファレンシャルロック"XDS"／235/45R18モビリティタイヤ／8Jx18アルミホイール（5ダブルスポーク）
Volkswagen Professional Care

＊1：著作権保護されているWMA（Windows Media®Audio）形式の音楽ファイルは再生できません。＊2：DVD‐R/CD‐R/CD‐RWやSDHCメモリーカードなどに記録された音楽ファイルの直接再生が可能
です。＊3：安全のため、走行中は本機モニターで地上デジタルTVやDVDの映像を見ることはできません。音声のみとなります。＊4：Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,Inc.の商標または登録商標です。Bluetooth®
は携帯電話の仕様や設定により、接続できない場合や、操作方法・表示・動作が異なる場合があります。＊5：iPod®、iPhone®は、米国および他の国 で々登録されたApple Inc.の商標です。iPhone®の商標は、アイホン
株式会社のライセンスにもとづき使用されています。＊6：スマートエントリー＆スタートシステムは、電波により植え込み型ペースメーカーなどの医療用電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。＊7：レザーシートの
シート側面およびシート背面などに合成皮革を使用しています。詳しくはフォルクスワーゲンカスタマーセンターまたは正規ディーラーにお問い合わせください。●表示の価格は消費税込みです。車両本体価格
には、付属品価格、保険料、税金（消費税を除く）、登録に伴う諸費用、リサイクル料金は含まれておりません。別途必要となります。●本仕様・主要装備・諸元などは予告なく変更される場合があります。
●フォルクスワーゲングループ ジャパンが日本に輸入する車は、安全対策および排気ガス対策の点で現行の国内基準をすべて満たしています。●燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の
走行時には、この条件（気象、道路、車両、運転、整備などの状況）が異なってきますので、それに応じて燃料消費率は異なります。●スノーチェーンのご使用に際し、製品によってはボディに干渉する恐れがあり
ますので、詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。※走行中に使用できるのは一部のアプリケーションとなります。全てのアプリケーションに対応するものではありません。※ボディカラー、内張りとシートの
カラーについては、撮影・印刷条件により実際の車両と異なって見えることがありますのでご了承ください。※本カタログ中で使用した写真およびイラストは、 実際と異なる場合がありますのでご了承ください。
製造事業者：フォルクスワーゲン グループジャパン株式会社
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ラゲージスペースの容量はISO測定法＊による。
（　）内は後席を倒した場合。
＊：ISOの定めたトランク容量測定方法。容量1ℓ
（200mm×100mm×50mm）のテストボックス
にて測定。（ドイツにおける公表値）

ラゲージスペース

650（1,780）ℓ




