トヨタ パッソ 特別仕様車 MODA“Charm”主要装備一覧表
◇特別装備 ●標準装備 △メーカーオプション
（ご注文時に申し受けます）
★メーカーパッケージオプション
（ご注文時に申し受けます）
□販売店装着オプション

特別仕様車
MODA“Charm”
（2WD/4WD）

ベース車両
MODA
（2WD/4WD）

外装・メカニズム

14×5Jアルミホイール
（センターオーナメント付）
△ 44,000円（消費税抜き40,000円）
165/65R14タイヤ
14×5Jスチールホイール（樹脂フルキャップ）
●
●
スペアタイヤ
（応急用）＊1
△ 11,000円（消費税抜き10,000円）
フロントグリル
●シルバー塗装＋艶有りブラック塗装
グリップ式アウトサイドドアハンドル
●シルバー塗装
UVカット・IRカット機能付ウインドシールドグリーンガラス＊2
◉
●
スーパーUVカット・IRカット機能付グリーンガラス
◇A
ー
フロントドア
UVカットグリーンガラス
ー
●
スーパーUVカット機能付プライバシーガラス
◇A
ー
リヤドア
UVカット機能付プライバシーガラス
ー
●
アイドリングストップ機能（Stop＆Start System）
●
●
安全装備
Bi-Beam LEDヘッドランプ
（ロー/ハイビーム・オートレベリング機能付）
●
●
＋LEDクリアランスランプ
LEDフロントフォグランプ
△ MODA専用 22,000円
（消費税抜き20,000円）
リヤコンビネーションランプ（LEDテール＆ストップランプ）
●クリアタイプ
リヤフォグランプ（右側）＊3
□
□
●ボディ同色＊4
●ボディ同色
サイドターンランプ付
オート電動格納式リモコンドアミラー
+カメラ
（左右）
◇B
★A＊5
衝突回避支援システム（スマートアシストⅢ）＊6
〈衝突回避支援ブレーキ機能（対車両・対歩行者）、衝突警報機能
●
●
（対車両・対歩行者）、車線逸脱警報機能、誤発進抑制制御機能

（前方・後方）、先行車発進お知らせ機能、オートハイビーム〉
コーナーセンサー（フロント4個/リヤ4個、接近お知らせ表示付）
SRSエアバッグ（運転席・助手席）
SRSサイドエアバッグ（運転席・助手席）＋
SRSカーテンシールドエアバッグ（前後席）＊7
ELR付3点式フロントシートベルト
（プリテンショナー&フォースリミッター機構付）
ELR付3点式
リヤシートベルト プリテンショナー&フォースリミッター機構
（左右席）
＊7
操作性
ステアリングスイッチ（オーディオ操作）＊8
キーフリーシステム＊9
〈イモビライザー
［国土交通省認可品］
機能・リクエストスイッチ
（運転席/助手席/バックドア）
・アンサーバック機能付・電子カードキー2本〉
オプティトロンメーター（2眼/シルバー加飾付）
内装
オーディオクラスター・サイドレジスターリング加飾
センターレジスターノブ（メッキ加飾）
運転席シートヒーター
プッシュ式オートエアコン
シート表皮
フロアマット
エンターテインメント・その他
オーディオレスカバー
トヨタ純正ナビ・オーディオ＊11
パノラミックビュー＊12
バックカメラ＊12
寒冷地仕様
（ウインドシールドデアイサー・ヒーターリヤダクト・
PTCヒーター＊13など）
＊14

●
●

●
●

△ 50,600円（消費税抜き46,000円）
●
●
△

●
●
△

◇B

★A ★B

●

●

●

●
●カッパー＋シルバー

●
◇

●
△＊10
●ピアノブラックパネル
●ファブリック
◇合成皮革＋ファブリック
（スエード調トリコット）
□ 特別仕様車用
□
□
□
◇B
ー

□
□
★A＊5
★B

△ 14,300円
△ 23,100円
＊10
（消費税抜き13,000円）（消費税抜き21,000円）

【全車標準装備】 ●タイヤパンク応急修理キット＊1 ●エアスパッツ
（リヤ）
〈2WD〉 ●フロントフォグランプベゼル ●リヤリフ
レクター
（ベゼル付） ●グレードエンブレム
（リヤ） ●ドアサッシュブラックアウト
（フロント・センターピラー） ●UVカット機能付
プライバシーガラス
（バックドア） ●スタビライザー
（フロント・リヤ）
〈2WD〉 ●LEDハイマウントストップランプ ●コンライト
（ライト
自動点灯・消灯システム） ●防眩インナーミラー ●ウォッシャー連動間欠フロントワイパー
（ミスト機能付） ●リバース連動間欠
リヤワイパー ●リヤウインドゥデフォッガー ●EBD
（電子制動力配分制御）
付ABS&ブレーキアシスト ●VSC&TRC ●緊急ブレーキ
シグナル ●ヒルスタートアシストコントロール ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー＋トップテザーアンカー
（リヤ左右席）
＊15 ●衝突安全ボディ ●全席シートベルト締め忘れ警告灯＋ブザー
（前席） ●衝撃感知式フューエルカットシステム ●チャイルド
プロテクター
（リヤドア） ●ウレタン3本スポークステアリングホイール（シルバー塗装） ●マルチインフォメーションディスプレイ
●エコドライブインジケーター
（ランプ） ●デジタルクロック ●助手席アッパーボックス
（フタ付）
＋センタートレイ ●助手席シート
アンダートレイ ●デッキボックス＊1 ●アクセサリーソケット
（DC12V・120W）
＊16 ●アシストグリップ（助手席・リヤ左右席）
●クリーンエアフィルター（花粉除去タイプ） ●フロントベンチシート
（センターアームレスト・ポケット付） ●運転席シート上下
アジャスター ●6：4分割可倒リヤシート ●オーディオレス
（カバーレス）
＋2スピーカー ●ルーフアンテナ
（可倒式） など
＊1. スペアタイヤを選択した場合、
タイヤパンク応急修理キットは非装着となります。
また、
デッキボックスは非装着となります。
＊2. 寒冷地仕様を選択した場合、
ウインドシールドデアイサーが追加され、
IRカット機能は非装着となります。 ＊3. 寒冷地仕様
を選択した場合のみ装着できます。 ＊4. ボディカラーのホワイト
〈W09〉
×ジューシーピンクメタリック
〈R73〉
［XG7］
を選択した場合、
ドアミラー色がホワイト
〈W09〉
になります。 ＊5. パノラミックビューを選択した場合、
ドアミラーはカメラ
（左右）付となります。
＊6. 字光式ナンバープレートは装着できません。 ＊7. SRSサイドエアバッグ＋SRSカーテンシールドエアバッグとELR付3点式リヤ
シートベルト
（左右席）のプリテンショナー＆フォースリミッター機構はセットでメーカーオプションとなります。 ＊8. ステアリング
スイッチは、
販売店装着オプションのナビゲーションシステムを装着した場合に操作可能となります。 ＊9. 植込み型心臓ペースメーカー等の
機器をご使用の方は、
電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、
車両に搭載された発信機から約22cm以内に
植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。
電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店に
ご相談ください。 ＊10. 寒冷地仕様と運転席シートヒーターはセットでメーカーオプションとなります。 ＊11.販売店装着オプション
としてナビ・オーディオを多数ご用意しています。
詳しくは販売店におたずねください。 ＊12. パノラミックビュー、
バックカメラにナビ
ゲーションシステムは含まれません。
販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着が必要です。 ＊13. PTC［自己温度制御シ
ステム］: Positive Temperature Coefficient ＊14. 寒冷地仕様は寒冷地での使用を考慮して、
信頼性・耐久性の向上を図っておりま
す。
なお、
北海道地区には寒冷地仕様が標準装備となります。 ＊15. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート
（新保安基
準適合）
のみ使用できます。
それ以外のチャイルドシートは、
シートベルトでの装着となります。
詳しくは販売店におたずねください。
＊16. 120W以下の電気製品をご使用ください。
ただし、
120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。
詳しくは販
売店におたずねください。
■主要装備一覧表につきましてはベース車両のページをあわせてご参照ください。 ■「メーカーオプション」および「メーカーパッ
ケージオプション」はご注文時に申し受けます。
メーカーの工場で装着するため、
ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
■“Charm”はグレード名称ではありません。 ■“スマートアシスト” “キーフリーシステム”はダイハツ工業株式会社の登録商標です。
■価格はメーカー希望小売価格＜
（消費税10％込み）
’21年4月現在のもの＞で参考価格です。
価格は販売店が独自に定めています
ので、
詳しくは各販売店におたずねください。

