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このあたりではあまり見かけないはず。でも、実は30年以上にわたって愛されてきた車、それがPanda。控えめなサイズながら、車内は驚きに満ちている。

こんなにもシンプルで機能的で革新的な車は、ほかではきっと見つからない。そして、新型Pandaはこれまで以上にスタイリッシュ、これまで以上に機能的。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Panda. Simply More.



5

Pandaのデザインは初代からずっと本質ありき。それがほかに類を見ない独自性

の理由。つまり、このルックスこそがPandaの真骨頂。機能性、実直、洗練、

開放感。Pandaのこの独特なスタイルは、まさに既成概念にとらわれないという

決意の表れ。

Panda. Simply More.

designsimply

PHOTO：Panda Easy　※写真は日本仕様と異なる場合があります。

What makes 
the difference 
between 
personality
and imitation
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洗練と個性。イタリアンデザインの名作がどれもそうであるように、柔らかいシルエット

の中に大胆さが息づいているPanda。それは決して見紛うことのないスタイル。

微笑んでいるようなフロントマスクからサイドパネル、サイドとリアのガラス面を繋ぐゆる

やかなカーブのサードウインドー、そしてリアの高い位置に据えられたコンビネーション

ランプ。それらすべてが描いているのは、見る者の心を弾ませる流れるようなシルエット。

PHOTO：Panda Easy　※写真は日本仕様と異なる場合があります。
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PHOTO：Panda Easy　欧州仕様車  ※写真は日本仕様と異なる場合があります。
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完璧なプロポーションのエクステリアに加えて、インテリアデザインも最上級。内も外も美しく。カラフルな

フレームに囲まれたインストルメントパネル、開放型（オープンスペース）の大容量グローブボックス、使いやすい

インパネシフト、そしてパソコンのマウスを思わせるコンパクトなハンドブレーキレバー。便利さに気付くことも、

使うことも楽しめる数々のディテール。そう、Pandaはすべてが魅力的。

PHOTO：Panda Easy　※写真は日本仕様と異なる場合があります。
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乗り込んだ瞬間、あなたの一目惚れは永遠に色褪せない真実の愛へと昇華する。それが

Pandaのクオリティ。耐久性の高い素材や静粛性、精巧な仕上げ。設計や生産のあらゆる

段階で妥協なく追求されたこれらのクオリティを肌で感じることができるはず。すべては、

あなたに最高を提供するために。

Panda. Simply More.

qualitysimply

PHOTO：Panda Easy　※写真は日本仕様と異なる場合があります。

What does it 
mean to fall
in love with
substance
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これほど先進的な車は、イタリアでしか生み出せないはず。最新鋭のイタリアンデザインカーの生産には、

それに見合う高度かつ高効率な設備が欠かせない。ナポリに近いポミリアーノ・ダルコ工場は、最高の

技術と組織力を提供すべく12カ月以上の歳月をかけて一新された。ここで実現している生産シス

テムは、FIATにとってはもちろん、世界的にも見ても最先端かつ最高峰。まぎれもなく世界に誇る

最新鋭設備。
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ディテールに至るすべての設計が、スタイルと機能性の完全な融合を実現。つまり、Pandaはただ美しいだけ

でなく、ドライビングも快適で喜びに満ちているということ。たとえば、丸みのあるスクエアをあしらったシート

バックレストは、インテリアとしての魅力だけでなく、通気性に優れた機能的なデザイン。

PHOTO：Panda Easy　※写真は日本仕様と異なる場合があります。
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PHOTO：Panda Easy　欧州仕様車  ※写真は日本仕様と異なる場合があります。
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geniussimply

どんな目的でPandaに乗っても、そこに秘められた創意工夫に驚かされるはず。高効率な

スペースユーティリティ、豊富な収納スペース、オーディオコントローラー付ステアリング…

使うほどにあなたの自由な創造力が解き放たれていく。そう、すべてはより使いやすく、

より実用的に。Pandaの機能的なデザインは、必要性に応えるだけにとどまらない。

それは、無限の可能性へと続く扉さえも開いてくれる。

Panda. Simply More.

PHOTO：Panda Easy　※写真は日本仕様と異なる場合があります。

What turns  
every thought  
into a  
solution
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PHOTO：Panda Easy　※写真は日本仕様と異なる場合があります。
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PHOTO：Panda Easy　欧州仕様車  ※写真は日本仕様と異なる場合があります。
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人と環境に愛を。Pandaの性能は、間違いなくその愛を表している。各種セーフティ装備が卓越した安全性を

実現し、エンジンと環境技術が燃料消費量とCO2排出量を削減。あなたに思いの限りを伝えるこの具体的な

手法こそ、まさにPandaらしさ。

Panda. Simply More.

respectsimply
PHOTO：Panda Easy　※写真は日本仕様と異なる場合があります。

What’s the  
greatest 
strength
of all  
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アイドリングストップ機能のSTART&STOPシステムは、信号待ちなどで一定以上深くブレーキペダルを

踏み込んで停車すると自動的にエンジンを止め、メーターパネルの表示灯でドライバーに知らせるシステム。

ブレーキペダルをゆるめたり、放すなどドライバーが発進しようとする意思を感知すると、エンジンを自動的

に再始動。渋滞などの低速走行やヒルホールドシステムが作動する上り坂では作動を一時的に解除し、発進

後に10km/hを越えると作動を開始する優れもの。インストルメントパネルに設けた専用の解除スイッチで

システムをOFFにすることも可能。こうしたシンプルで効果的な機能により、燃料消費量とCO2の同時

削減を実現。

0.9 ツインエア ターボ 85ps START&STOPシステム付エンジン

Pandaはとても誠実な車。環境への敬意もきちんと払っている。低燃費で高効率、経済的な

85馬力のツインエア ターボエンジンは、走る愉しさを損なうことなく、燃料消費量と

CO2を削減したことが評価され、2011年のエンジンオブザイヤーを受賞した。

　※燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法に応じて燃費消費率は異なります。
※※外国自動車試験機関（UTAC）による測定値

エンジン種類 直列2気筒 8バルブ 
マルチエア インタークーラー付ターボ

総排気量（cc） 875
最高出力＜kW（ps） / rpm＞［EEC］ 63（85） / 5,500
最大トルク＜Nm (kgm) / rpm＞［EEC］ 145（14.8） / 1,900
燃費消費率※              （km / ℓ） 18.4※※

CO2排出量［JC08モード燃費換算値］（g / km） 126
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PHOTO：Panda Easy　欧州仕様車  ※写真は日本仕様と異なる場合があります。
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Pandaに乗れば、毎日が驚きの連続。しかも、それはどれも

素敵な驚きばかり。フロントデュアルエアバッグをはじめと

する6エアバッグに加え、ハイドローリック ブレーキ アシスト

付きのABSやヒルホールドシステムを組み込んだESC（エレク

トロニック スタビリティ コントロール）。前席にはアクティブ

ヘッドレストとダブルプリテンショナー付き3点式シートベルト、

後席には中央席も含め3点式シートベルトを、左右席には3点

固定式ISO FIXチャイルドシートアンカーなど多彩なセーフ

ティ機能を標準装備。

ヒルホールドシステムは上り坂で約5%以上の勾配を感知すると
自動的に作動する坂道発進補助機能

PHOTO：Panda Easy　欧州仕様車  ※写真は日本仕様と異なる場合があります。
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ステッカー“スクワークルズ”

パンダバッジ

PHOTO：Panda Easy　※写真は日本仕様と異なる場合があります。※上記写真はイメージです。商品の詳しい内容につきましては、Panda純正アクセサリーカタログをご参照下さい。

What does it  
take to be
original

個性はディテールに宿る。だからPandaには、好みに

応じてカスタマイズできるアクセサリーが充実。豊富なアイ

テムの中からあなたにふさわしいものをチョイスして。

Panda. Simply More. 

ヘッドレストコートハンガー

ステッカー“レタリング”

キーカバー
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コード 181 183 125

ファブリックカラー ダーク グレー / サンド ベージュ ダーク グレー / サンド ベージュ レッド / ダーク グレー

インストルメントパネル サンド ベージュ メタリック グレー メタリック グレー

ボディカラー

ソリッド

223 ピースフル ホワイト ー ● ー

289 イタリアン レッド ー ー △

403 スイートドリーム ターコイズ △ ー ー

715 スイートキャンディー ベージュ ー △ ー

メタリック 147 バレンタイン レッド △ ー ー

223  ピースフル ホワイト

147  バレンタイン レッド

715  スイートキャンディー ベージュ

403  スイートドリーム ターコイズ

289  イタリアン レッド

181
ファブリックカラー ： ダーク グレー / サンド ベージュ
インストルメントパネル ： サンド ベージュ

125
ファブリックカラー ： レッド / ダーク グレー
インストルメントパネル ： メタリック グレー

Panda EasyPanda color combinations

● ＝ 標準設定　△ ＝ オプション設定　ー ＝ 設定なし　

※オプションは別途費用がかかります。
※ボディカラー、インテリアカラーの設定につきましては、予告なく変更される場合があります。
※日本の在庫状況により、モデルと色の組み合わせが無い場合もございますので、詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。
※ボディカラー及びシートは、印刷により実際の色と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

183
ファブリックカラー ： ダーク グレー / サンド ベージュ
インストルメントパネル ： メタリック グレー
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型式 ABA-13909

ハンドル位置 右

全長（mm） 3,655 

全幅（mm） 1,645 

全高（mm） 1,550 

ホイールベース（mm） 2,300 

トレッド 前 / 後（mm） 1,410 / 1,405

車両重量（kg） 1,070 

乗車定員（名） 5

エンジン型式 312A2

エンジン種類 直列2気筒8バルブ マルチエア
インタークーラー付ターボ

総排気量（cc） 875

ボア × ストローク（mm） 80.5 × 86.0

圧縮比 10.0 

最高出力 ＜kW（ps） / rpm＞［EEC］ 63（85） / 5,500
ECOスイッチON時 ： 57（77） / 5,500

最大トルク ＜Nm（kgm） / rpm＞［EEC］ 145（14.8） / 1,900
ECOスイッチON時 ： 100（10.2） / 2,000

燃料供給装置 マルチポイント式 電子制御燃料噴射

使用燃料 無鉛プレミアムガソリン

燃料タンク容量（ℓ） 37

ラゲッジルーム容量（後席バックレスト格納時）（ℓ） 225（870）

クラッチ形式 乾式単板ダイヤフラム（電子制御式油圧作動クラッチ）

駆動方式 FF

トランスミッション形式 ATモード付5速シーケンシャル（デュアロジック）

変速比 1速 4.100 / 2速 2.158 / 3速 1.345  / 4速 0.974  / 5速 0.766 / 後退 3.818 

最終減速比 3.867

ステアリング形式 ラック&ピニオン（電動パワーアシスト付）

サスペンション
前 独立懸架・マクファーソンストラット式

後 トーションビーム式

主ブレーキ
前 ベンチレーテッドディスク

後 ドラム

タイヤサイズ 185 / 55R15

燃費消費率※              （km / ℓ） 18.4※※

CO2排出量［JC08モード燃費換算値］（g / km） 126

主要燃費向上対策 START&STOPシステム、マルチエア、電動パワーステアリング、
デュアロジック、スマートオルタネーター

Panda technical specifications Panda Easy Panda standard and optional equipment Panda standard and optional equipmentPanda 
Easy

Panda 
Easy

視界関連

ハロゲンヘッドライト ●

ヘッドライト光軸補正コントローラー ●

フロントフォグランプ ●

スマートウォッシュ機能付ワイパー ●

ヒーテッド電動ドアミラー ●

リアデフロスター（タイマー付） ●

リバースシフト連動リアワイパー ●

リアフォグランプ ●

インテリア＆シート

レザーシフトノブ ●

高さ調整式シート（運転席） ●

ファブリックシート ●

ステアリング＆コントロール

オーディオコントローラー付レザーステアリング ●

チルトステアリング ●

レーンチェンジ機能付ターンシグナルスイッチ ●

マルチファンクションディスプレイ
　外気温度、時刻、警告メッセージ、点検時期の表示機能
　ドアモニター、車外ランプバルブモニター機能
　各種設定機能 （メーターパネル照度、速度警報設定など）

●

トリップコンピューター
（走行距離、平均燃費、瞬間燃費、平均速度、走行時間、区間距離の表示） ●

CITYモードスイッチ（電動パワーステアリング） ●

ECOスイッチ
（電動パワーステアリング、エンジン制御、デュアロジック制御 ： ECO設定） ●

パワーステアリング（デュアルモード式） ●

エクステリア＆足まわり

ルーフレール ●

ボディ同色フロント / リアバンパー ●

アロイホイール + 185 / 55R15タイヤ　 ●

タイヤリペアキット ●

オーディオ＆空調

マニュアルエアコン（ダストポーレンフィルター付） ●

FM + AMチューナー付CD&MP3プレーヤー ●

セーフティ

フィアットコードII（イモビライザー） ●

ABS + EBD［アンチロック ブレーキシステム + エレクトロニック
ブレーキフォース ディストリビューター］ ●

ESC［エレクトロニック スタビリティ コントロール］
　    ASR［アンチ スリップ レギュレーション］（OFFスイッチ付）
　    HBA［ハイドローリック ブレーキ アシスト］
　    HHS［ヒルホールドシステム］
　    MSR［モーター シュレップ レグルング］

●

フロントデュアルエアバッグ（助手席キャンセラー付） ●

サイドエアバッグ（前席シート組込型） ●

ウインドーエアバッグ ●

アクティブヘッドレスト（前席） ●

ダブルプリテンショナー + ロードリミッター付3点式シートベルト（前席） ●

シートベルトリマインダー（前席） ●

アンチサブマリニングシート ●

セーフティ

サイドインパクトビーム ●

3点式シートベルト + ヘッドレスト（後席） ●

3点固定式 ISO FIX チャイルドシートアンカー（後席左右） ●

チャイルドプルーフ（後席） ●

ESS（ハザードランプ緊急制動表示機能） ●

FPS（火災防止装置） ●

ユーティリティ&コンフォート

バニティミラー（助手席） ●

フォローミーホーム ●

カップホルダー（前席、後席） ●

ドアポケット（前席 ： ボトルホルダー付） ●

ドアポケット（後席） ●

シガーライター ●

パワーウインドー（タイマー付、前席） ●

ルームランプ（残照タイマー付） ●

高さ調整式ヘッドレスト ●

車速感応集中ドアロック（衝撃感知解除式） ●

グリップカバー選択式フィアットオリジナルキー ●

キーレスエントリー（アンサーバック機能付） ●

6 ： 4分割可倒式リアシート ●

ラゲッジフック ●

ラゲッジルームランプ ●

カーゴボックス ●

START&STOPシステム ●

スマートフューエルシステム ●

スマートオルタネーター（充電制御機能付） ●

メンテナンスプログラム フィアット “イージー ケア” ●

● ＝ 標準装備　

　※燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法に応じて燃費消費率は異なります。
※※外国自動車試験機関（UTAC）による測定値

3,655 1,645

2,300 

1,
55

0

1,410 1,405
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楽しい車と安心して長く付き合ってほしいから。
フィアットが用意したサービスは、そんな気持ちの表れです。 フィアット グループ オートモービルズ ジャパン株式会社の提供する

ファイナンシャル サービスの新ブランド。
オートローン、オートリースを通じて、お客様の快適なカーライフを
サポートいたします。

■ お支払いイメージ

毎月のお支払い 最終回

現金一括のお支払いによって、
据置価格をご清算いただけます。

新たにローンを設定し、据置価格を
分割払いにてお支払いいただけます。

弊社規定の査定金額にて車両を売却し、
据置価格をご清算いただけます。

A  現金一括のお支払い

B  再ローン

C  車両売却による清算

お支払い
プラン

終了時の選択

【注意事項】１.査定金額が据置価格を上回った場合には、差額をお客様に返却、
または乗り替え時の頭金としてご活用いただけます。なお、車両の売却代金は、据置
価格のご清算を保証するものではありません。査定金額が据置価格を下回った場合
には、お客様に差額分をご清算いただきます。２.据置価格に対しても、据置金利を月々
ご負担いただきます。３.据置価格の再ローンを選択される場合には、別途お申し込みが
必要となります。４.ボーナス加算総額は、月々のお支払い部分（ローン元金）の50％
以内となります。５.インテリジェント ローン及び再ローンにてお支払いの際には、指定
するファイナンス会社のローンをご利用いただきます。また、指定するファイナンス会社の
審査の結果により、ご希望にそえない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

分割払い金額 据置価格 最大20%

○お支払いプラン（4年間）

分割払い金額

48回払い［47回分割払い（ボーナス併用）＋ 1回 据置価格］

分割払い金額

○お支払いプラン（3年間） 36回払い［35回分割払い（ボーナス併用）＋ 1回 据置価格］

○お支払いプラン（5年間） 60回払い［59回分割払い（ボーナス併用）＋ 1回 据置価格］

据置価格 最大30%

据置価格 最大40%

Merit 1
通常ローンに比べ月々のお支払い額や頭金を
軽減することができます。

Merit 2
月々 のお支払い額が通常型ローンと同じ場合には、
ワンランク上のモデルを選択できます。

Merit 3
お支払いプラン終了後、ライフスタイルに合わせて、
お支払い方法がお選びいただけます。

車両本体価格の一部を、最終回支払い分として据え置くことで、月々のお支払い額を軽減できる据置価格
設定型ローン。月々 のお支払い額を抑えられるため、頻繁にニューモデルに乗り替えたいという方にも、おすすめの
プランです。

月々のお支払いを身近にできる据置価格設定型ローンです。
インテリジェント ローン

車両導入時の登録など、お車の使用に関する事務手続きを一括処理することができるリースプログラム。法人や個人事業主の方々はもちろん、
個人のお客様もご利用可能。ご購入された場合と同様、各種アフターサービスも万全の体制でサポートいたします。

フィアット イージー リース

金利固定型の基本ローンプログラム。頭金、お支払い回数、ボーナス併用など、ご都合に合わせて設計が可能です。最長7年84回までの
長期のお支払いをはじめ、様々なプログラムをご用意。お客様のライフスタイルに合わせて、最適なお支払いプランをお選びいただけます。

フィアット イージー ローン

3年間の基本保証期間満了後（ただし積算走行距離100,000kmまで）でも、継続して安心のドライブをお愉しみいただけるシステム、それが
「フィアット エクステンデッド ワランティー プログラム」。所定の保証料をお支払いいただくだけで、保証期間を延長できる本プログラムは、ご希望に
よって選べる2つのコースをご用意しました。さらなる安心を保証する「フィアット エクステンデッド ワランティー プログラム」が歓びに満ちた
ドライブを長きにわたってサポートします。

充実の延長保証で、さらなる「安心」のプログラム
フィアット エクステンデッド ワランティー プログラム【有償】

※保証内容は、メーカー基本保証とは一部異なります。
※新車登録から3年に満たない場合でも、積算走行距離が100,000kmを超えている場合は、本プログラムのご契約はできません。

選べる2つの延長プラン or1年 2年

新車ご購入・ご登録時に「フィアット エクステンデッド ワランティー プログラム」にご加入いただくと、1年プラン、2年
プランともに保証料がたいへんお得です。さらなる安心をよりリーズナブルに手にするため、新車ご購入・ご登録時に
この延長プランへのご加入をお薦めします。

● 保証対象は、フィアット正規ディーラーにて新車でご購入・ご登録された車両となります。 ● 中古車は加入できない場合があります。 ● 新車ご購入・ご登録時から3年間
適用される、24時間365日の「Road Service」も、契約年数に応じて引き続きご利用いただけます。 ● 修理の際、保証対象外の部品交換や消耗品の交換が必要になった
場合には、別途費用をご負担いただく場合があります。 ● 詳細につきましては、フィアット正規ディーラーにお問い合わせください。

新車ご購入・ご登録時のご加入なら、お得な価格で大きな「安心」が手に入ります。

新車登録から3年間（ただし積算走行距離100,000kmまで）をカバーする修理保証プログラムです。お客様のお車を構成する純正部品が原因で
不具合（故障）が発生した場合、保証書に示す条件に従って無償にて修理を承ります。 

大きな保証がサポートする、安心のドライビングシーン
フィアット メーカー基本保証

※詳細につきましては、フィアット正規ディーラーにお問い合わせください。

※本サービスの詳細及び、お取り扱いにつきましては、フィアット正規ディーラーまでお問い合わせください。

お車とドライバーを365日・24時間体制でサポートするサービス=Road Serviceをご提供しております。これは、万一のトラブルや不意のアクシデントに
際してお車が動かなくなった場合、サービス会社を通じて、常に適切な応急サービス（レッカー、キーリペア、レンタカー、旅行代理店、交通機関、ホテル、
陸送等）をご提供します。このサービスは、契約加入車に乗り合わせたすべての方を対象としており、万一の事故・故障の際は、フリーダイヤルへの
お電話1本で、最寄りの正規ディーラーか指定整備工場までお車の牽引をいたします。またご旅行中であれば、その継続のためのレンタカーなどの代替
交通手段の確保や、修理後のお車のお引き取りがスムーズにできるよう手配も行います。（新車登録後3年間有効）

3年間・365日・24時間いつでもサポート
フィアット ロードサービス

※詳細につきましては、Road Serviceオーナーズガイドブックをご覧ください。

0120-820-032

本プログラムは、3年間の基本保証期間内の車両であれば、いつでもご加入いただけます。

Service Programs Financial Solutions

フィアットオーナーだけに訪れる、心弾む毎日。そんな楽しい日々 に大きな安心をプラスするとっておきのメンテナンス プログラムがフィアット “イージー ケア”。
3年間にわたり、専門スタッフがフィアット純正パーツを使ってあなたのフィアット車がいつも最良のコンディションを維持できるようサポートいたします。

カーライフをサポートする、メンテナンス プログラム
フィアット “イージー ケア”

法定点検：法令で定められている1年目、2年目の定期点検を無料で行ないます。

定期交換部品：メーカー推奨定期交換部品を、定期点検時に無料にて交換します。

1回目
●

●
●

法定点検工賃
［定期交換部品 + 交換工賃］
エンジンオイル
オイルフィルター
ダストポーレンフィルター
ブレーキフルード

2回目
●

●
●
●
●

3回目

●
●

12ヵ月 24ヵ月 36ヵ月

● イージー ケアの対象となっていない消耗部品、油脂類の交換は有料となります。 ● イージー ケアの契約継承およびその他詳細につきましては、フィアット正規ディーラーにお問い合わせください。



＊写真およびイラストは、日本仕様と一部異なる場合があります。
  また諸元・仕様ならびに装備は、改良のため予告なく変更する場合があります。
＊各カラーの設定は、予告なく変更になる場合があります。 
＊印刷物の色は、実車とは多少異なります。
＊ディーラーオプション扱いのアイテムについては詳しくはアクセサリーカタログをご参照下さい。
＊ディーラーオプション扱いのアイテムについては別途工賃、塗装費用などがかかる場合がございます。
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Fiat Chrysler Japan
フィアット クライスラー ジャパン
〒108-0014 東京都港区芝5-36-7 三田ベルジュビル
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