Passat Alltrack

大自然をパワフルに遊びつくす、
ディーゼル×4WD のステーションワゴン。
趣 味に本 気なす べ ての 人 へ 。
クリーンディーゼ ルとフルタイム 4WD を搭 載した パ サ ート オー ルトラック。
ちょっとや そっとの 悪 路もものともしない 高 い 走 破 性は そ のままに、

7 速 DSG®トランスミッションがスムーズな加 速をもたらします 。
さらに、い つでも快 適なネット環 境を実 現した 先 進 的インフォテイメントシステムや
多 彩な機 能 の デジタルコックピットも標 準 装 備 。
クラス最 大 級 の 広 い 荷 室に趣 味や 遊 び の 道 具をたっぷり積み 込 んで 、
大自然をココロゆくまで 満 喫してください 。
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Photo：TDI 4MOTION Advance ボディカラー：アクアマリンブルーメタリック
（8H）
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＊有償オプションカラー 写真は一部実際と異なります。
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遊びにも
自分らしいスタイルは譲れない。

Photo：TDI 4MOTION Advance ボディカラー：マンガングレーメタリック
（5V） アクセサリー装着車

写真は一部実際と異なります。

03 | 04

どこまでも走りたくなる。
快 適クル ージングのためのスペース。

Photo：TDI 4MOTION Advance シート：チタンブラック/ナパレザー
（TO） 写真は一部実際と異なります。
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PERFORMANCE

写真は機構説明用につき
実際のものとは一部異なります。

01

01 パワフル&扱いやすさを両立した最高出力140ｋＷ/190ＰＳ
最大トルク400Nmの高性能エンジン
■ 2.0ℓ TDI®エンジン

コモンレール式燃料噴射システムと可動式ガイドベーン付ターボチャー
ジャー、
さらにデュアルサーキットEGRシステム
（高圧タイプ／低圧タイプ）

を採用。低回転から力強い余裕の走りを実現しつつ、先進の排気ガス浄化

システムにより、世界的にも厳しいと言われる日本のポスト新長期規制
にも適合しています。優れた経済性と環境性能で、気持ちのいい走りを
どこまでも楽しめます。

02 切れ目のない滑らかな加速、瞬時の変速、燃費向上にも貢献
■ 7 速 DSG®トランスミッション

2 つのクラッチを持ち、切れ目のない滑らかな加速を実現するトランス

ミッション「 DSG® 」を搭載。オートマチックトランスミッションと同様の

簡単な操作で 0.03〜0.04 秒＊というレーシングドライバー並みのシフト

チェンジを実 現しました 。また 、高 い 伝 達 効 率により燃 費 の 向 上にも

貢献します。ステアリングから手を離さずに、指先だけの操作でシフト
アップ・ダウンを可能にするパドルシフトも装備。
＊ 自社調べ。

02

燃料消費率＊1（国土交通省審査値）

＊2

15.0km/

ℓ

市街地モード：12.1km/ℓ＊2／郊外モード：14.6km/ℓ＊2／高速道路モード：17.0km/ℓ＊2

パワフル &クリーンを高次元で両立。
フォルクスワーゲンが誇る先進のディーゼル

2.0ℓ TDI® エンジン。

Photo：TDI 4MOTION Advance ボディカラー：グレイシアホワイトメタリック
（2Y） アクセサリー装着車

＊1 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。
＊2 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。

写真は一部実際と異なります。
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PERFORMANCE

4MOTION（フルタイム 4 輪駆動）搭載。

優れた走破性を発揮し、あらゆる道を楽しめます。
01 様々なシーンに合わせて機能のプログラムを変更して、
雪道や未舗装路など滑りやすい状況下での
安全かつ快適な走行をアシスト

■ドライビングプロファイル機能「オフロード」モード
以下の各機能を最適化します。ABSの調整では、制動距離をより短くする

ため、ホイールロックのインターバルを制御。
ヒルディセントアシスト＊は、
時速 30km 以下で急な下り坂に差しかかると、車速が一定になるよう4 輪
Photo：TDI 4MOTION Advance
※写真はアダプティブシャシーコントロール DCC 装着車。
ドライビングプロファイル機能の
「コンフォート」
モードはTDI 4MOTION Advanceのみ選択が可能です。

すべてのブレーキを自動制御します（前進および後進の車速を時速 2〜

01

30kmの範囲で制御）。また、アクセルペダルの特性変更では、低速域での

細かいアクセルワークが求められるラフロード走行の際に「オフロード」
モードを選択すると、アクセルペダルの反応特性が変更され、緻密なアク
セルコントロールを可能にします。

02 旋回時に内輪の空転を抑制して
スポーティなハンドリング性能に貢献

■電子制御式ディファレンシャルロック

XDS

TDI 4MOTION Advanceに標準装備

力強い発進、高速安定性、優れたトラクションを実現

■4MOTION（フルタイム 4 輪駆動）

ダンパーの減衰力や電動パワーステアリングの特性を
瞬時にコントロールする、先進のサスペンションシステム

■アダプティブシャシーコントロール

DCC

TDI 4MOTION Advanceに標準装備

余裕あるアプローチアングル / ディパーチャーアングルにより
あらゆる道を走破する性能を備えています

■ラフロード性能
※道路状況等によっては性能に限界があります。未舗装路での無理な走行は、故障の原因となり
ますのでご注意ください。

急な下り坂で車速が一定になるよう4輪すべてのブレーキを自動制御

■ヒルディセントアシスト＊

02

Photo：TDI 4MOTION Advance ボディカラー：ディープブラックパールエフェクト
（2T）

＊ タイヤと地面が十分にグリップしている時のみ作動。
ヒルディセントアシスト機能は補助であり、
すべての下り坂の状況で車両に十分なブレーキをかけるものではありません。

写真は一部実際と異なります。※モニター画面はイメージです。イラストは、機構説明用につき実際のものとは異なります。
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TECHNOLOGY

01 タッチスクリーンで、ナビも情報も自在に操れる
■ 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搭載。ナビシステムの域を超えて

01

車 両を総 合 的に管 理 できるインフォテイメントシステムで す。操 作は

スマートフォンのように画面上を軽くタッチするだけ。モニターとメーター
におけるナビゲーションマップの同時表示を実現しました。

手のジェスチャーで快適に画面操作が可能

■ジェスチャーコントロール
※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）

02 好みに応じて表示を切り替え可能
■デジタルメータークラスター Digital Cockpit Pro
見やすい大型 10.25インチTFT 液晶ディスプレイを採用。通常のメーター

02

表示やナビゲーションマップ、アシストシステムなど、好みに応じて表示を
切り替え可能。従来より幅広い情報を様々なレイアウトで表示させること
ができます。

03 ドライバーの視界に運転情報を投影。視界を逸らさず確認可能
■ヘッドアップディスプレイ
TDI 4MOTION Advanceに標準装備

スマートフォンと車で通信し対応アプリを閲覧・操作可能

先進のデジタルコックピットが、
いままでにない快適さをサポートします。

Photo：TDI 4MOTION Advance

■コネクティビティ機能 App-Connect
※ App-Connect は、Apple CarPlayTM

03

＊1

、Android AutoTM

＊2

、MirrorLinkTM

＊3

に対応します。

＊1 Apple CarPlayTMは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
＊2 Android AutoTMは、Google Inc.の商標または登録商標です。
＊3 MirrorLinkTM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。

写真は一部実際と異なります。※モニター画面はイメージです。
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UTILITY

使い勝手のいい快適な空間が、
遊びの楽しさを広げます。

Photo：TDI 4MOTION Advance

01
01 想像以上に広く、使い勝手に優れたスペース
■ラゲージルーム／分割可倒式シート
（後席）
通常639ℓ＊、最大1,769ℓ＊の容量で、様々な荷物に対応するラゲージルーム。
後席は60:40の割合で別々に倒せるので、
自在のアレンジが可能です。
ラゲージスペース

Photo：TDI 4MOTION Advance

02

＊

639（1,769）ℓ

＊：ラゲージスペースの 容 量 は V D A
（ドイツ自動 車 工 業 会 ）方 式 による。
（ ）内は後席を倒した場合。

02 ドアトリムなどにやわらかな光が点灯し室内を上質に演出
■インテリアアンビエントライト
03 荷物で両手がふさがっていても開閉が可能
■パワーテールゲート
（挟み込み防止機能、 Easy Open & Easy Close 機能付）
キーを持った状態でリヤバンパー下方において足で所定の動作をすると、
センサーが反応してテールゲートを自動で開閉することができます。

03

04 オーディオや各種アシスト機能を手を放さずに操作可能
■レザーマルチファンクションステアリングホイール
シートに内蔵されたファンにより座面や背面の蒸れを抑制

■シートベンチレーション（運転席/助手席）
TDI 4MOTION Advanceに標準装備

ステアリングや 3 段階の温度調節でシート座面を暖める
ヒーターが寒い日のドライビングをサポート

■シートヒーター（運転席 / 助手席）／ステアリングヒーター

04

Photo：TDI 4MOTION Advance アクセサリー装着車 一部日本未導入のアクセサリーも含まれます。

ロングドライブでの疲労感やストレスを和らげます

■シートマッサージ機能（運転席）

写真は一部実際と異なります。※荷室の小物は撮影用のイメージです。イラストは、機構説明用につき実際のものとは異なります。 ※モニター画面はイメージです。
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EQUIPMENT

03
01 カメラで先を検知しLEDを最適制御
■ LEDマトリックスヘッドライト IQ. LIGHT
（ダイナミックターンインジケーター付）

01/02

フロントカメラで対向車や先行車を検知し、マトリックスモジュールに搭載
された32 個の LEDを個別にON/OFF の制御をすることで最適な配光を
行います。さらに、ステアリングの切れ角に応じて配光を変更するダイナ

ミックコーナリングライト機能も装備。
ダイナミックターンインジケーターも
採用して、右左折時の被視認性が向上しています。

02 夜間などの乗降時に足もとを照らすランプが一定時間点灯
■カミングホーム＆リービングホーム
03 LED で被視認性を向上、追突の危険性を軽減
■ LED テールランプ

LEDによるはっきりとしたグラフィックを描き出し、被視認性を高めること

04

で後続車からの追突の危険性を軽減します。

04 車内全体に広がる、光と風の心地よい開放感
■電動パノラマスライディングルーフ
（電動サンシェード、UVカット機能付）
TDI 4MOTION Advanceにオプション設定

フォルクスワーゲンならではの
充実装備が、より快適で心地いい
ドライブを実現します。

＊
Photo：TDI 4MOTION Advance ボディカラー：アクアマリンブルーメタリック
（8H）
アクセサリー装着車 ＊有償オプションカラー

05 ドアロックの作動・解除やエンジンの始動・停止をキーレス操作
■スマートエントリー &スタートシステム

Keyless Access

※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。詳しくはフォルクスワーゲン カスタマーセンターにお問い合わせください。

05

エクステリアと調和し、アウトドアツールの積載に活躍

■シルバールーフレール

写真は一部実際と異なります。イラストは、機構説明用につき実際のものとは異なります。
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SAFETY

Volkswagen All in safety
「安全性はすべてに優先する。」
この思いは変わらない。

01 渋滞から高速走行までアクセル、ブレーキ、
ハンドル操作をサポート

■同一車線内全車速運転支援システム

Travel Assist

Travel Assist はアダプティブクルーズコントロール ACC とレーン
キープアシストシステム Lane Assist の複合機能です。時速約210km

までの速度域で、アクセル、
ブレーキ、ハンドル操作をアシスト。あらかじめ

総合安全理念 Volkswagen オールイン・セーフティのもと、

設 定した車 速 内において前 走 車との車 間および 走 行レーンの維 持を

最新の運転支援 & 安全技術を搭載したパサート オールトラック。

サポートします。ステアリングを軽く握っているだけで作動し、高速道路

妥協のない取り組みで、常に安心・快適なドライブを支えます。

など長距離ドライブでも疲労を低減させます。
※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。
※作動速度 0〜約210km/h

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

車両の後方周辺の状況をモニタリング。斜め後ろの死角エリアに車両が

01

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、ウインカー
を作動させると点滅に切り替わり警告します。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、
他車との接触のリスクを軽減します。
※作動速度 約10km/h以上

02 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）

※作動速度 約5km/h以上

03 周囲の状況を映像で確認
■アラウンドビューカメラ Area View
TDI 4MOTION Advanceに標準装備

パーキングも車庫入れも簡単安全に

02

パサート オールトラックの安全装備はこれだけではありません。
詳細については専用リーフレット「 Volkswagen オールイン・セーフティ」、
または同内容の下記ホームページをご覧ください。

03

■駐車支援システム

Park Assist

TDI 4MOTION Advanceに標準装備

パサート オールトラックの安全性能の詳細についてより分かりやすい動画でもチェック!
動画は自動再生されますが、見たい動画を画面上のプレイリストから選択することもできます。
※動画に登場するモデルはパサート オールトラックとは異なりますが機能は同様です。

※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。

Photo：TDI 4MOTION Advance ボディカラー：パイライトシルバーメタリック
（K2） アクセサリー装着車

※写真は欧州仕様車です。日本仕様車とは異なります。イラストは、機構説明用につき実際のものとは異なります。 ※モニター画面はイメージです。
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SPECIAL EQUIPMENT

04

03

01 ■アンダーガード付フロントバンパー
02 ■ホイールハウスエクステンション／サイドシル
05

Photo：TDI 4MOTION

06

Photo：TDI 4MOTION Advance

07

01/02

03 ■アンダーガード付リヤバンパー
04 ■マットクローム仕上げドアミラーハウジング
05 ■専用エクステリアバッジ
06 ■17インチアルミホイール
TDI 4MOTIONに標準装備

10

07 ■18インチアルミホイール
TDI 4MOTION Advanceに標準装備

08 ■ファブリックシート

Passat Alltrack のみに許された
専用装備の数々。
磨かれた機能性・走破性・快適性が、
遊びのフィールドをさらに広げます。

＊
Photo：TDI 4MOTION Advance ボディカラー：アクアマリンブルーメタリック
（8H）
オプション装着車 ＊有償オプションカラー

TDI 4MOTIONに標準装備

09 ■ナパレザーシート
TDI 4MOTION Advanceに標準装備

10 ■デコラティブパネル
Photo：TDI 4MOTION

08

Photo：TDI 4MOTION Advance

09

11

11 ■アルミ調ペダルクラスター

写真は一部実際と異なります。
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CO LO R CO M B I N AT I O N S

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

01

02

安心感 と お支払いの手軽さ を両立した

01

フォルクスワーゲンならでは の
お支払い プランをご 用意しています。
TDI 4MOTION
03

02

04

車両の買取保証付きだから安心です。
据置価格設定型ローン「ソリューションズ」
・
「ソリューションズ プラス」は、あらかじめ最終回の
お支払いと同額でお車を買い取ることを保証しています。そのため、
「 新車にお乗り換え（または
車両を返却して精算）」を選択した場合には、最終回のお支払いは不要となります。

月々のお支払い

ディーラーで、
最終回のお支払い額（据置価格）
と
同額でお車を買取ります。

最終回

TDI 4MOTION Advance

最終回に一定額を据置いて、残りを
分割でお支払い。一般的なローン
よりも月払いが軽減されます。

据置価格設定型ローン
「ソリューションズ」
でお買い上げ

5年後のお車

車両の状態や走行距離が事前に定めた条件を満たしていない場合は、据置価格と査定価格との差額分を別途ご負担いただきます。
詳しくはフォルクスワーゲン正規ディーラーにお問い合わせください。

BODY COLORS

05

SEATS

01 Aquamarine Blue Metallic

02 Deep Black Pearl Effect

01 Titanium Black

03 Pyrit Silver Metallic

04 Glacier White Metallic

02 Titanium Black / Nappa Leather

＊
アクアマリンブルーメタリック
（8H）

パイライトシルバーメタリック
（K2）

ディープブラックパールエフェクト
（2T）

グレイシアホワイトメタリック
（2Y）

チタンブラック
（TO）

チタンブラック / ナパレザー
（TO）

05 Mangan Grey Metallic
マンガングレーメタリック
（5V）

ソリューションズ

月々のお支払いを大幅に軽減。

ソリューションズ プラス

あらかじめ車両本体価格の一部を

あらかじめ車両本体価格の一部を

据置価格（買取保証付）
として設定し、

据置価格（買取保証付）
として設定し、

残りの金額を分割で

据置価格を除いた金額を購入時に

お支払いいただきます。

毎月のお支払い

据置価格

お支払いは購入時と最終回の 2 回で、月々のお支払いは0 円。

［ 購入時 ］

お支払いいただきます。

購入時のお支払い

月々の
お支払い
3年後のお支払い

［ 3 年後 ］

購入時のお支払い

3年後のお支払い

最終回のお支払いは、4 つのプラン（「 1. 新車にお乗り換え」、
「 2. 車両を返却して精算」、
「 3. 現金でお支払い」、
「 4. 再分割でお支払い」）からお選びいただけます。

※「 1. 新車にお乗り換え」、
「 2. 車両を返却して精算」の場合は、最終回のお支払いは不要ですが、
その際の車両の状態や走行距離が事前に定めた条件を満たしていない場合には、据置価格と査定価格の差額分を別途ご負担いただきます。
いずれのお支払いプランをご選択の場合でも、据置手数料が別途必要となります。 ※詳しくはフォルクスワーゲン正規ディーラーにお問い合わせください。
※ソリューションズ プラスは、

SEATS

TDI 4MOTION

チタンブラック
（TO）

TDI 4MOTION Advance

チタンブラック/ ナパレザー
（TO）

○：受注生産

BODY
COLORS

アクアマリンブルー
＊
メタリック
（8H）

ディープブラック
パールエフェクト
（2T）

パイライトシルバー
メタリック
（K2）

受注生産は、納期に時間がかかりますのでご了承ください。 ＊ 有償オプションカラー ※ボディカラーおよびシートは、印刷インクの具合で実際の色と多少異なって見える場合がありますのでご了承ください。

グレイシアホワイト
メタリック
（2Y）

マンガングレー
メタリック
（5V）

フォルクスワーゲン自動車保険プラス
自動車保険もフォルクスワーゲン正規ディーラーにお任せください。
フロントガラス・タイヤパンク・
ドアミラーの損害を補償する
「フォルクスワーゲン プレミアムケア」が無償で付帯されます。

フォルクスワーゲン
自動車保険プラスの
紹介はこちら。

※支払限度額および、適用には条件があります。詳しくはディーラーにご確認ください。

Photo：TDI 4MOTION Advance 写真は一部実際と異なります。
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Passat Alltrack
Volkswagen Japan
東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー18F 〒140-0001
フォルクスワーゲン カスタマーセンター 0120‐993‐199

FSC ® 認証材および管理原材料から作られたFSC ® 認証紙や、
環境にやさしい植物油インキを使用しております。

見積りシミュレーション

試乗車 / 展示車検索

Issue：December, 2022 VW0472-AP2124
＊ オプション装着車 ＊有償オプションカラー
Photo：TDI 4MOTION Advance ボディカラー：アクアマリンブルーメタリック
（8H）
写真は一部実際と異なります。

