
       

 
 

Press Information                   
         

  VPR08-049 
2008年 10月 28日（火） 

フォルクスワーゲン グループ ジャパン 株式会社 
 

「パサート TSI コンフォートライン」の装備を一部変更し発売 
 
フォルクスワーゲン グループ ジャパン 株式会社(略称：VGJ、代表取締役社長：ゲラシモス ドリ
ザス)は、フォルクスワーゲンの上級セダン「パサート TSI コンフォートライン」の装備を一部変更
し、11月 1日(土) より全国のフォルクスワーゲン正規ディーラーにて販売を開始します。 
 
「パサート TSI コンフォートライン」は、新開発の 1.8L TSIエンジンを搭載し今年 1月に導入したパ
サートのエントリーグレードです。 TSI の特徴である低燃費と動力性能の高さに乗り心地の良さ
を加えた同グレードは、導入よりお客様から高い評価をいただき、昨年は約 3 割であったエントリ
ーグレードのシェアが、今年はパサート全体の約5割にまでアップしました。 今回はこの人気グレ
ードの魅力をさらに高めるため、オプションの中でもお客様からのご要望の多かったバイキセノン

ヘッドライトとスタティック＆ダイナミックコーナリングライトを標準装備にいたしました。さらに、

AM/FM CDプレ―ヤーはデザインを一新すると共に機能強化を図り、オーディオ外部入力端子を
追加することで様々な音楽ソースの再生も可能となりました。 パサート TSI コンフォートラインの
全国希望小売価格（税込）は 3,440,000円です。  
 
Vehicle Data                   Passat TSI Comfortline 
車両の仕様 ＦＦ、4ドア、右ハンドル 
車両型式 ABA-3CBZB 

エンジン 
直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ（4バルブ）、1,798cc、 

118kW（160PS） / 5,000-6,200rpm 
250Nm（25.5kgm） / 1,500-4,200rpm 

トランスミッション 6速AT 
全長 （mm） 4,785 
全幅 （mm） 1,820 
全高 （mm） 1,490 

変更装備 バイキセノンヘッドライト、 
スタティック＆ダイナミックコーナリングライト 

全国希望小売価格 
（税込） 3,440,000円 

メーカーオプション  
（税込価格） 

RNS 510 （12セグTV受信機能付HDDナビゲーションシステム)         
セットオプション                                        315,000円   
セット内容：RNS 510 / MEDIA-IN（iPod®

およびUSBデバイス接続装置）※/ ETC車載器 
/ マルチファンクションインジケーター/ レザー3本スポーク マルチファンクションステア
リングホイール   

TSIはフォルクスワーゲン グループの登録商標です。 ※ iPodは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 

 

 

 

 

 



  
 
 

 
 

主要諸元表 Passat TSI Comfortline
4ドア　ティプトロニック付6速A/T   右ハンドル

車両型式 ABA-3CBZB
寸法・重量

全長ｘ全幅ｘ全高 mm 4,785ｘ1,820ｘ1,490
ホイールベース mm 2,710
トレッド前／後 mm 1,545ｘ1,545
最低地上高（空車時） mm 130
車両重量 kg 1,440

車両定員 名 5
性能

最小回転半径 m 5.3

燃料消費率（10・15モード走行
国土交通省審査値）

km/ℓ 10.8

主要燃費向上対策 筒内直接噴射/可変バルブタイミングコントロールシステム /電動パワーステアリング

エンジン

型式 BZB
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 x 行程 mm 82.5 x 84.1
総排気量 cc 1,798
圧縮比 9.8
最高出力（ネット値） kW(PS)/rpm 118(160) / 5,000-6,200
最大トルク（ネット値） Nm(kgm)/rpm 250(25.5) / 1,500-4,200
燃料供給装置 電子制御式

燃料タンク容量 ℓ 70
使用燃料 無鉛ﾌﾟﾚﾐｱﾑ

諸装置

クラッチ トルクコンバーター
トランスミッション(変速装置の形式及び変速段数） 自動6段（前進）1段（後退）
変速比 第1速 4.044 / 第2速 2.370 / 第3速 1.555 / 第4速 1.159 / 第5速0.851 / 第6速 0.672 / 後退 3.192
最終減速比 3.683
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/リヤブレーキ ベンチレーテッドディスク / ディスク

タイヤサイズ 215/55 R16

本仕様・主要装備・諸元等は予告なく変更される場合があります。

主要装備表
Passat TSI

Comfortline

アクティブセーフティ 　ESP（エレクトロニック・スタビリゼーション・プログラム）- DSR（ドライバー・ステアリング・リコメンデーション） ●

(能動的安全性) 　ABS（アンチロック・ブレーキング・システム）-EBD（電子制御式ブレーキ圧配分システム）／ブレーキアシスト／オートハザードランプ ●

パッシブセーフティ 　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／サイドエアバッグ（前席/後席）／カーテンエアバッグ ●

(受動的安全性) 　むち打ち低減ヘッドレスト（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）衝突感知自動ロック解除機能 ●

　ISOFIX（イソフィックス）基準適合チャイルドシート固定装置（後席左右） ●

盗難防止装置 　イモビライザー ●

視界 　バイキセノンヘッドライト（オートハイトコントロール機能付）／スタティック＆ダイナミックコーナリングライト／ヘッドライトウォッシャー ◎

  フォグランプ（フロント）／フォグランプ（リヤ）／オールティンテッドガラス（ＵＶｶｯﾄ機能付）／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（ヒーター付） ●

空調 　2ゾーンフルオートエアコンディショナー(運転席/助手席独立調整、自動内気循環機能付）／フレッシュエアフィルター（花粉/ダスト除去外気導入チャコールフィルター） ●

 RNS 510（HDDナビゲーションシステム<FM VICS内蔵>、DVD/CDプレーヤー、ＭＰ3/WMA再生、AM/FMダイバーシティー、地デジTV受信、
 マルチファンクションインジケーター連動ルートガイド、マルチファンクションステアリング連動オーディオコントロール、ボイスコントロール）

セットオプション

  MEDIA-IN(iPod®およびUSBデバイス接続装置)※ セットオプション

  ETC(自動料金収受システム）車載器 セットオプション

　RCD 310(CDプレーヤー、MP3/WMA再生、AM/FMダイバーシティ）／オーディオ外部入力端子 ◎

　8スピーカー ●

機能装備   オートホールド機能（ヒルホルダー機能付）／コンフォートスタート機能"Press & Drive"／エレクトロニックリモコンキー／センターロッキング機能 ●

  チャイルドプルーフロック（リヤドア）／パワーウインドー（挟み込み防止機能付）／フューエルリッドオープナー／トランクオープナー ●

  12V電源ソケット／ティプトロニック／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／クルーズコントロール／エレクトロニックパーキングブレーキ ●

快適装備 　残照装置付ルームランプ／残照装置付リーディングランプ（前席/後席）／トランクルームランプ／照明付メイクアップミラー（運転席/助手席） ●

　電動サンブラインド（リヤ）／カップホルダー（前席2個、後席2個）／センターアームレスト（前席/後席） ●

　マルチファンクションインジケーター（時刻、瞬間/平均燃費、走行距離、平均速度、運転時間、外気温度） ●

　マルチファンクションインジケーター（時刻、瞬間/平均燃費、走行距離、平均速度、運転時間、外気温度、メニュー機能） セットオプション

　メーター照度調整機能 ／シートベルト警告装置（運転席/助手席）、タイヤ空気圧警告灯 ●

外装 　クロームパッケージ（フロントグリルフレーム、サイドウインドー、サイド&リヤモールディング）／デュアルエキゾーストパイプ ●

シート/内装 　ファブリックシート / コンフォートシート / パワーシート（運転席、2ウェイ<リクライニング>）／パワーランバーサポート（運転席）／手動調整シート（助手席）

　分割可倒式シート（後席）／高さ調整式ヘッドレスト（全席）／レザーシフトノブ／レザー3本スポークステアリングホイール

　レザー3本スポークマルチファンクションステアリングホイール（オーディオコントロール付） セットオプション

収納 　グローブボックス（ロック、エアコン送風口付）／ドアポケット（フロント/リヤ）／シートバックポケット（運転席/助手席） ●

足まわり 　215/55R16タイヤ／7J×16アルミホイール／盗難防止ボルト ●

その他 　フルサイズスペアタイヤ ●

※　iPod®は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ●標準設定

◎新規標準設定

オーディオ/
ナビゲーション

メーターまわり

●

※USBデバイス用接続ケーブルは標準搭載ですが、iPod用接続ケーブルは別売りオプションとなります。 
iPodは、米国および他の国々で登録された Apple inc.の商標です。 


