
特別仕様車    MODA“Charm”



身につけるもの。側におくもの。

お気に入りのアイテムが増えるたび、

自然と前向きになれるから。

毎日をともに過ごすクルマだって、

かわいい！を信じて選ぼう。

ジューシーなツヤとピンク色をまとった、

特別なパッソ、できました。

PASSO 特別仕様車

MODA“Charm”

Fol low 
your 
hea r t

かわいいを、ためらわない。

2 Photo：特別仕様車 MODA“Charm”（2WD）［ベース車両は MODA（2WD）］。ボディカラーの　　　　　特別設定色ホワイト〈W09〉×ジューシーピンクメタリック〈R73〉［XG7］はメーカーオプション。165/65R14タイヤ&14×5J アルミホイール、LED フロントフォグランプはメーカーオプション。　■写真はイメージです。



3Photo：特別仕様車 MODA“Charm”（2WD）［ベース車両は MODA（2WD）］。ボディカラーの　　　　　特別設定色ホワイト〈W09〉×ジューシーピンクメタリック〈R73〉［XG7］はメーカーオプション。165/65R14タイヤ&14×5J アルミホイール、LED フロントフォグランプはメーカーオプション。　■写真はイメージです。



Drive your  heart

Photo：特別仕様車 MODA“Charm”（2WD）［ベース車両はMODA（2WD）］。ボディカラーの特別設定色ホワイト〈W09〉×ジューシーピンクメタリック〈R73〉［XG7］はメーカーオプション。内装色はダークグレー。　4



お気に入りの空間で、

笑ったり、驚いたり、キュンとしたり。

前へ、遠くへ、走るほど、きっと心も動くはず。

かわいいは、毎日のエンジンです。

■写真は販売店装着オプションのナビゲーション装着状態イメージです。詳しくは販売店におたずねください。  ■写真はイメージです。 5

SPECIAL EQUIPMENT | 合成皮革＋ファブリックシート表皮



日やけ知らず、冷え知らず。気になる駐車もすいすいと。うれしい！がギュッと詰まったパッソです。

COLOR  VAR IATION

■トヨタ純正フロアマットは難燃性・耐久性等、車両同等の品質基準をクリアしています。
■他のフロアマット類と重ねて使用しないでください。
■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。
■トヨタ純正用品について保証修理を受けられる期間は、トヨタの販売店、またはトヨタ
認定サービス工場で商品をトヨタ車に取り付けた日（販売した日）から3年間となります。ただし、
その期間内でも走行距離が60,000kmまでとなります。

トヨタ純正用品（販売店装着オプション）
 トヨタ自動車（株）の取り扱い商品です。  

専用フロアマット

1台分 29,700円
（消費税抜き27,000円）〈A0UD〉

色：ダークグレー　材質：ポリプロピレン

インテリアのアクセントカラーである、
カッパー色の縁取りとエンブレムが
チャームポイント。

◆ 特別設定
● 標準設定
△  メーカーオプション
　 （ご注文時に申し受けます）

MONO TONE TWO TONE

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

特別仕様車 MODA“Charm”
（内装色 ダークグレー） ◆ ● ● ● △＊1 ◆△＊2＊3 △＊3 △＊3 △＊3 △＊4

＊1. ボディカラーMONO TONE（05）のパールホワイトⅢ〈W24〉はメーカーオプション＜33,000円（消費税抜き30,000円）＞となります。
＊2. ドアミラー色はホワイト〈W09〉になります。
＊3. ボディカラーTWO TONE（06〜09）はメーカーオプション＜55,000円（消費税抜き50,000円）＞となります。
＊4. ボディカラーTWO TONE（10）はメーカーオプション＜77,000円（消費税抜き70,000円）＞となります。
■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。　■「メーカーオプション」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。　■ボディカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境（屋内外、光の角度等）により、ボディカラーの見え方は異なります。

■写真はすべて特別仕様車MODA“Charm” （2WD）。165/65R14タイヤ&14×5Jアルミホイール＜44,000円＞、LEDフロントフォグランプ＜22,000円＞はメーカーオプション。

内外配色一覧表

スーパーUVカットパッケージ

運転席シートヒーター

パノラミックビュー対応ナビレディパッケージ

■ナビ本体は含まれません。別途、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。　
■カメラが映し出す範囲は限られており、実際より遠く見える場合があります。映像を過信せず、必ず
車両周辺の安全を直接確認しながら運転してください。詳しくは取扱書をご覧ください。　
■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選択した場合に操作可能となります。

車両の前後左右に搭載した4つのカメラから取り込んだ映像を合成
して、クルマを真上から見ているような映像を表示。駐車時の安全確認
をしっかりサポートします。

パノラミックビュー

手元で簡単にオーディオ操作ができ、運転に集中できます。
ステアリングスイッチ（オーディオ操作）

■UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラスも紫外線を約99％カットします。
また赤外線をカットするIRカット機能付となります（除く寒冷地仕様装着車）。　

＊トヨタ自動車（株）調べ。

フロントドアとリヤドアのガラスは、日やけの原因となる紫外線（UV）を
約99％カット＊。またフロントドアガラスは、日射しによる暑さのもとである
赤外線（IR）カット機能付です。

スーパーUVカット・IRカット機能付グリーンガラス（フロントドア）
＋スーパーUVカット機能付プライバシーガラス（リヤドア）

スイッチ ■写真は助手席。

全周囲＆フロントノーマルビュー 左右サイドビュー

全周囲＆リヤノーマルビュー リヤワイドビュー作動イメージ図

画面表示例

ヒーター
加温箇所

座面と背もたれをすばやく
温めるシートヒーターを内蔵。
寒さが厳しい朝も快適に
運転できます。

ジューシーピンクメタリック〈R73〉 特別設定色

01

ホワイト〈W09〉×
ジューシーピンクメタリック〈R73〉［XG7］
＊2＊3 特別設定色

06

ダークエメラルドマイカ〈G58〉

02

ファイアークォーツレッドメタリック〈R67〉

03

パウダリーベージュメタリック〈T25〉

04

パールホワイトⅢ〈W24〉＊1

05

スーパーUVカット・IRカット
機能付グリーンガラス
（フロントドア）

スーパーUVカット機能付
プライバシーガラス
（リヤドア）

6

ロゴアップ

MONO TONE

TWO TONE

SPECIAL  EQU I PM E NT

09

ブラックマイカメタリック〈X07〉×
パウダリーベージュメタリック〈T25〉［XE5］＊3

10

ブラックマイカメタリック〈X07〉×
パールホワイトⅢ〈W24〉［X99］＊4

07

ブラックマイカメタリック〈X07〉×
ダークエメラルドマイカ〈G58〉［XE3］＊3

08

ブラックマイカメタリック〈X07〉×
ファイアークォーツレッドメタリック〈R67〉［X96］＊3



このカタログに関するお問い合わせは、お近くのパッソ取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ
トヨタ自動車株式会社　お客様相談センター　全国共通・フリーコール   0800-700-7700　オープン時間 365 日 9：00 〜 16：00　　所在地  〒450-8711  名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。（このカタログの内容は’21 年 4 月現在のもの）ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。
HDC12101-2104

特別仕様車 MODA“Charm”

  メーカー希望小売価格※1（消費税抜き） 北海道地区メーカー希望小売価格※2（消費税抜き）

2WD 1,617,000円  （1,470,000円） 1,631,300円  （1,483,000円）

4WD 1,793,000円  （1,630,000円） 1,807,300円  （1,643,000円）

価格表

※1. 沖縄地区は価格が異なります。　※2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。　
■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。　■価格は
タイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。　■価格にはオプション価格は
含まれていません。　■保険料、税金（除く消費税）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。　
■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金（8,480円＜’21年4月時点の金額＞）が
別途必要となります。詳しくは取扱い販売店におたずねください。

メーカーパッケージオプション一覧表

特別仕様車 ベース車両 パッケージ内容MODA“Charm” MODA

スーパー
UVカット
パッケージ

◇A ー
スーパーUVカット・IRカット機能付グリーンガラス

（フロントドア）

スーパーUVカット機能付プライバシーガラス（リヤドア）

パノラミック
ビュー対応
ナビレディ
パッケージ ＊6

◇B
★A

46,200円
（消費税抜き

42,000円）

パノラミックビュー＊5 ＊12

ステアリングスイッチ（オーディオ操作）＊8

ナビレディ
パッケージ
＊6

ー
★B

29,700円
（消費税抜き

27,000円）

バックカメラ＊12

ステアリングスイッチ（オーディオ操作）＊8

◇特別装備　★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）

トヨタ パッソ 特別仕様車 MODA“Charm” 主要装備一覧表
特別仕様車 ベース車両

MODA“Charm”
（2WD/4WD）

MODA
（2WD/4WD）

外装・メカニズム

165/65R14タイヤ　
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）
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 ◉ ●

フロントドア
スーパーUVカット・IRカット機能付グリーンガラス ◇A ー
UVカットグリーンガラス ー ●

リヤドア スーパーUVカット機能付プライバシーガラス ◇A ー
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 □ □
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

●ボディ同色＊4 ●ボディ同色
+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 △ 50,600円（消費税抜き46,000円）

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 ◇B ★A ★B
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 ●カッパー＋シルバー
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 ◇ △＊10
プッシュ式オートエアコン ●ピアノブラックパネル

シート表皮 ◇合成皮革＋ファブリック ●ファブリック
（スエード調トリコット）

フロアマット □ 特別仕様車用 □
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 ◇B ★A＊5 
バックカメラ＊12 ー ★B

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

△ 14,300円
（消費税抜き13,000円）

△ 23,100円
（消費税抜き21,000円）＊10

◇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

＊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。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧いただくか
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カタログ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。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。
詳しくはhttps://toyota.jp/ecocar/about1をご確認、または販売店におたずねください。

●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、
「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した
場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15％程度低い値（自工会調べ）となっています。
※1. 特別仕様車MODA“Charm”の車両型式の末尾には（A）が付きます。　※2. 社内測定値。
“PASSO” “EFI”“VSC”“TRC”“OPTITRON”はトヨタ自動車（株）の商標です。
■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値　■製造事業者：ダイハツ工業株式会社 

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転
方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。　●WLTCモードは、市街地、
郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地
モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等
の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

ベース車両 トヨタ パッソ 主要諸元表

MODA
2WD 4WD

車両型式・重量・性能
車両型式 5BA-M700A-GBSE※1 5BA-M710A-GBSE※1
車両重量 kg 910 960
車両総重量 kg 1,185 1,235

燃料消費率
（国土交通省
  審査値）

km/L 21.0 19.0
市街地モード km/L 17.4 15.7
郊外モード km/L 22.6 20.4
高速道路モードkm/L 22.6 20.5

km/L 28.0 24.4

主要燃費改善対策 可変バルブタイミング、アイドリングストップ装置、
自動無段変速機、電動パワーステアリング、充電制御

最小回転半径 m 4.6
寸法・定員
全長 mm 3,680
全幅 mm 1,665
全高 mm 1,525
ホイールベース mm 2,490

トレッド
フロント mm 1,465
リヤ mm 1,475 1,445

最低地上高※2 mm 150
室内※2 長/幅/高 mm 1,975/1,420/1,270
乗車定員 名 5
エンジン
型式 1KR-FE
種類 直列3気筒
総排気量 L 0.996
最高出力〈ネット〉 kW［PS］/r.p.m. 51［69］/6,000
最大トルク〈ネット〉　 N･m［kgf・m］/r.p.m. 92［9.4］/4,400
燃料供給装置 EFI（電子制御式燃料噴射装置）
燃料タンク容量 L 36 38
使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
走行装置・駆動方式・トランスミッション

サスペンション
フロント マクファーソンストラット式コイルスプリング
リヤ トーションビーム式コイルスプリング トレーリングリンク車軸式コイルスプリング

ブレーキ フロント/リヤ ベンチレーテッドディスク/リーディングトレーリング式ドラム
駆動方式 前輪駆動方式 四輪駆動方式
トランスミッション CVT

【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
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かわいいを、ためらわない。


