
2023年4月

リヤチャイルドシート

ハグシート　※4

グランディア プラス

リヤチャイルドシート

グランディア

リヤチャイルドシート

コンフォート

リヤチャイルドシート

カジュアル

リヤチャイルドシート

RBC-018DX RBC-017DX PLUS RBC-017DX2 RBC-011DX3 RBC-015DX

Q5KOGGY04012（マットブラック）
Q5KOGGY04013（ココアブラウン）

Q5KOGG219466（マットブラック）
Q5KOGG219473（グランレッド）

Q5KOGG218391（マットブラック）
Q5KOGG221872（ココアブラウン）

Q5KOGGY04004(ブラック/ブラウン）
Q5KOGG208101(ブラック/ブラック）

Q5KOGG208804(ブラック/ブラック）
Q5KOGG208811(ブラック/ブラウン）

リヤ

キャリア

PAS Babby un SP （’23～）

PAS Babby un SP coord.（’23～）
幅狭タイプ ○（標準装着） ○※7 ○※7 × ○※7

PAS Babby un（’23～） ↑ ○ ○※7 ○※7 × ○※7

PAS Kiss mini un SP（'23～） ↑ ○ ○※7 ○※7 × ○※7

PAS Crew（’22,'23～） ↑ ○（標準装着） × × × ×

PAS With シリ－ズ 標準タイプ × ○ ○ ○ ○

PAS Cheer（’22～）※6 ↑ × × × × ×

PAS Ami  ※3 ↑ × ○ ○ ○ ○

PAS RIN ※3 ↑ × ○ ○ ○ ○

PAS mina  ※2
標準タイプ

(別売）
× ○ ○ ○ ○

PAS CITY-SP5 ※3 標準タイプ × ○ ○ ○ ○
PAS Babby un SP （’22）

PAS Babby un SP coord.（’22）
○（標準装着） × × × ×

PAS Kiss mini un SP（’22） 〇 × × × ×

PAS Babby un SP （～’21）

PAS Babby un（～’22）※5
標準タイプ × ○ ○※8 ○ ○※8

PAS Kiss mini un SP（～’21）

PAS Kiss mini un （～’21）
↑ × ○ ○ ○ ○

PAS Crew（～’21） ↑ × ○ ○※8 ○ ○※8

PAS Cheer（～’21） ↑ × ○ ○ ○ ○

■PAS リヤチャイルドシート適合表

※2：リヤチャイルドシートを使用する場合は、リヤキャリヤ（クラス27）と両足スタンド、ドレスガ－ドを必ず装着してください。

※3：リヤチャイルドシートを使用する場合はドレスガードを必ず装着してください。

～2022

年モデル

※1

※7：車両への正しい取り付け位置は、PAS取扱い説明書を御参照ください。

適合車種

2023年

モデル

※5：PAS Babby un 22年モデルは標準キャリアのため、ハグシートは取り付けできません。

※6：’22～年モデルのCheerは車両本体がリヤチャイルドシートの取り付けに対応しておりません。

※1：2023年モデルと適合が異なる機種のみを記載しています。

※4：幅狭キャリアを採用する’22年～子供乗せモデル専用のチャイルドシートです。

幅狭タイプ

※8：年式により標準装着モデルあり。



チャイルドシート

ヘッドレスト高さ

チャイルドシートと

サドルとの距離

【A】 【B】

　PAS Kiss mini un ( SP ) 約110〜118cm 約33cm ※1

約118〜132cm 約20cm ※1

約103〜126cm 約16cm ※1

約118〜127cm 約20cm ※1

約124〜138cm 約21cm ※1

約113〜130cm 約19cm ※1

約124〜133cm 約21cm ※1

グランディア（プラス）

リヤチャイルドシート

ハグシート※4

コンフォート

リヤチャイルドシート

カジュアル

リヤチャイルドシート

【C】

PAS Kiss mini un (SP)

PAS Babby un (SP/SP coord.)
約61cm 約116〜124cm 約112〜126cm 約118cm

PAS Crew 約70cm 約124〜132cm 約122〜136cm 約126cm

PAS Kiss mini（2012〜2016）

PAS Babby（2012〜2016）
約61cm 約116〜124cm 約112〜126cm 約118cm

PAS mina 26型+リヤキャリヤ ※2

PAS RIN ※3
約77cm 約132〜140cm 約129〜143cm 約134cm

PAS Ami 26型 ※3 約76cm 約131〜139cm 約128〜142cm 約133cm

PAS With シリ－ズ 24型 約72cm 約127〜135cm 約124〜138cm 約129cm

PAS With シリ－ズ 26型 約77cm 約132〜140cm 約129〜143cm 約134cm

PAS Cheer 24型

PAS ナチュラM 24型（2011〜2019）
約69cm 約124〜132cm 約121〜135cm 約126cm

PAS Cheer 26型

PAS ナチュラM 26型（2011〜2019）
約76cm 約131〜139cm 約128〜142cm 約133cm

PAS CITY-SP5 ※3

PAS CITY-S5+リヤキャリヤ ※2
約80cm 約135〜143cm 約132〜146cm 約137cm

グランディア フロントチャイルドシート

コンフォート フロントチャイルドシート

※1：チャイルドシートとサドルが最も近くなる状態での水平方向の距離。

※2：リヤチャイルドシートを使用する場合は、リヤキャリヤ（クラス27）と両足スタンド、ドレスガ－ドを必ず装着してください。

※3：リヤチャイルドシートを使用する場合はドレスガードを必ず装着してください。

●両足スタンドで車両を固定した状態で測定した数値です。●各数値は、実車での巻尺測定値につき、参考値としてください。

※4：PAS Kiss mini un SP/Babby un SP/Crew(’22〜モデル）にのみ装着可。

　■PAS フロントチャイルドシート取付時寸法表

　■PAS リヤチャイルドシート取付時寸法表

車種

標準 フロントチャイルドシート

チャイルドシート車種

カジュアル フロントチャイルドシート

　PAS Babby un ( SP / SP coord.)

グランディア フロントチャイルドシート

コンフォート フロントチャイルドシート

カジュアル フロントチャイルドシート

　PAS Crew

リヤキャリヤ

高さ

チャイルドシート高さ

【D】


