
Golf GTI Performance / Golf GTI



詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。 Issue:February, 2020 VW0050‐AP0023

Golf GTI Performance / 
Golf GTI カタログについてのご案内

●Golf GTIは受注生産が終了し、店頭販売分のみで販売終了となります。
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さらに磨き上げられた
 スペシャルなGTI、

   Golf GTI Performance。
常に最高の走りを追い求め、ホットハッチの代名詞であり続けるGTI。

そのGTIの歴史の中で、ひときわ輝きを放つのがGTI Performanceです。

標準仕様のGTIよりも15PSアップした最高出力245PSを発揮する専用エンジンをはじめ、

6速から7速にグレードアップされたDSG®トランスミッションや17インチから

19インチに拡大されたアルミホイール、アダプティブシャシーコントロール“DCC”など、

まさに“Performance”の名にふさわしい専用装備を搭載。

いま、さらなる走りを手にした特別なGTIをあなたに。

GTIシリーズ特設サイトはこちら。

Golf GTI Performance / Golf GTI
■ TSI  TDI  PHEV  EV ■ 2WD  4WD
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その瞬間を
 愉しむために。
誰にでも、心をときめかす走りの瞬間がある。

それは、お気に入りの景色の中を走るときであったり、

集中力を高め、コーナーを駆け抜けるときであったり。

ドライバーのさまざまなニーズに、

GTIの卓越したパフォーマンスが応える。

あなただけの走る歓びを、今その手に。
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デジタルメーターとタッチパネルのナビ。
 この組み合わせには理由があります。
普段、使い慣れているスマートフォンやタブレット。その魅力は大きな画面と、

シンプルで直感的なタッチ操作ではないでしょうか。そんないつもの使いやすさを、

手の届きやすい場所に9.2インチ大画面で実現したのが先進のインフォテイメントシステム“Discover Pro”＊です。

しかもデジタルメータークラスター“Active Info Display”＊と組み合わせることで、

視線をずらすことなく目の前にナビや音楽などさまざまな情報を表示したり操作することを可能にしました。

先進の装備に必要なのは、最先端の技術や難しい機能ではなく、シンプルでみんなにとって使いやすいカタチであること。

フォルクスワーゲンの変わらぬ想いは、こんなところにも息づいています。

＊：Golf GTI Performanceに標準装備　Golf GTIにオプション設定
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心を魅了する
 洗練されたスタイル。
新採用のLEDヘッドライトとGTI伝統のハニカムグリルが

シャープで精悍なフロントの表情を演出。

リヤにはディフューザーを装着した専用バンパー、

さらにツインエキゾーストパイプがドライバーの気持ちを掻き立てる。

走るために磨き上げたダイナミックなスタイルが

見る人の心をときめかせ、走りへと誘う。
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クルマとの一体感が、
 走りへの期待を高める。
シートに身をゆだねた瞬間、スポーティな空間がドライバーを包み込む。

GTIの象徴であるレッドラインとハニカムデザインが施されたPerformance専用マイクロフリースシート＊。

ドライバーの意思を正確にフロントタイヤへ伝える本革のステアリングホイール。

走りへの期待を高めるデザイン性と高い機能性のコックピットが、ドライバーの情熱を掻き立てる。

＊：Golf GTI Performanceに標準装備
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Performance
あらゆる走りに応える

 胸のすくパフォーマンス。

エンジン型式

種類

内径×行程（mm）

総排気量（cc）

圧縮比

最高出力（ネット値）

最大トルク（ネット値）

DLB

直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ（4バルブ）

82.5×92.8

1,984

9.6

180kW（245PS）/ 5,000-6,700rpm

370Nm（37.7kgm）/ 1,600‐4,300rpm

Technical Data

ゴルフ GTI Performanceには、パワーアップされた専用エンジンを搭載。標準仕様GTI

よりも11kW（15PS）高い最高出力180kW（245PS）を発揮し、トルクも大幅にアップ。

特別なGTIにふさわしい卓越したパフォーマンスを手に入れました。さらにこの革新的なエン

ジンを7速になったDSG®トランスミッションと組み合わせることで、スムーズで伸びやかな

加速を実現。選ばれたドライバーしか味わうことのできない、ダイナミックな走りを生み出します。

  Performance専用2.0ℓTSI®エンジン

Golf GTI Performance Special Equipment

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

システムです。日常走行に適した「ノーマル」、快適な乗り心地を維持する「コンフォート」、俊敏性を

高める「スポーツ」の3種類のモードをスイッチひとつで選択可能。さまざまな走行状況に合わせて

連続的に減衰力特性を変化させ、ドライバーの意思に応える自在な走りを提供します。

  アダプティブシャシーコントロール"DCC"

ピストンクラッチ パック

ディファレンシャルロック
コントロール ユニット ハルデックス

カップリング ポンプ

コーナー内側のタイヤの空転を検知すると、ディファレンシャル内部のクラッチを締結し駆動トルクを内側から外側へ再分配。左右輪の

トルク配分を、ホイールの回転数や車速などの状況に応じて、0-100%の範囲で最適に制御します。これにより、ゴルフ GTI Performance

専用エンジンの力強く湧き出るような豊かなパワーを無駄なく路面に伝えると同時に、ドライバーのイメージした理想の走行ラインをニュー

トラルにトレース。結果的にコーナリング・スピードや立ち上がりの加速が向上し、比類のないドライビング・パフォーマンスをもたらします。

「アンダーステアが出やすい」「コーナリング・スピードが高まらない」という過去のFWDの走りの常識を覆すハンドリング特性がここに。

  電子制御油圧式フロントディファレンシャルロック

●コーナリング時のアンダーステアを低減、

　旋回性能（ステアリング操作に対する応答性）の向上
●コーナリング中の限界速度の向上
●より正確で、より機敏なステアリングレスポンスの実現
●トラクションコントロールシステムの介入頻度の低減、自然なドライブフィールの提供
●駆動輪の横滑り抑制
●走行姿勢の安定、安全性の向上

電子制御油圧式
フロントディファレンシャルロックがもたらす効果

トランスミッションにはエンジンの強大に

なったパワーを受け止めるため、湿式

多板構造のクラッチを内蔵した7速

DSG®を採用。デュアルクラッチシス

テムを採用するこのDSG®は、シフト

チェンジの際に片方のクラッチが離れる

と、もう一方のクラッチがオーバーラップ

するように接続。わずか0.03～0.04秒＊

という、瞬きするほどの時間でシフト

チェンジでき、切れ目のない滑らかな

加速を実現します。

＊：自社調べ。

  7速DSG®トランスミッション
ホイールを19インチに拡大するとともに、ブレーキディスクをフロント/リヤともに大径化。

さらに標準仕様GTIでは前輪のみだったベンチレーテッドディスクを前後輪に採用。

レッドカラーのブレーキキャリパー（フロントは「GTI」ロゴ付）を装着し、強大なエンジン

パワーにふさわしい強力なストッピングパワーを発揮します。

  大径ブレーキディスク（フロント/リヤ）／レッドブレーキキャリパー

Golf GTI Performanceに搭載

Golf GTI Performanceに標準装備

Golf GTI Performanceに標準装備

Golf GTI Performanceに標準装備

Golf GTI Performanceに標準装備
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トランスミッションにはエンジンの強大な

パワーを受け止めるため、湿式多板構造

のクラッチを内蔵した6速DSG®を採用し

ました。スムーズな発進・加速、伸びやか

な高速性能、なめらかなシフトチェンジを

実現しました。

従来のステアリングシステムが一定のギヤ

比で操舵されるのに対し、プログレッシブ

ステアリングでは累進的なギヤ比を採用。

例えば、低速走行や駐車時には少ない

操作で快適な取り回しを実現し、カーブが

連続するワインディングではクイックなレス

ポンスを愉しめるなど、シーンごとに最適な

ハンドリング特性が得られます。通常の「ノーマル」に加え、「エコ」「スポーツ」「カスタム」の各モードからシーン

に合わせた選択が可能。エンジンやシフトのプログラムをはじめ様々な機能の

設定を最適化させることで、お好みのドライビングスタイルが得られます。

高速コーナリング時に駆動輪内側のグリップ不足を検知すると、クルマが

瞬間的にブレーキをかけて内輪の空転を抑制。トラクションを回復させて

アンダーステアを軽減します。ゴルフ GTIはこの“XDS”により、スポーティで

正確なハンドリングをさらに向上させています。

エネルギーを無駄なく、効率的に利用する環境技術“BlueMotion Technology”。

シーンに合わせて選べる走行モード
「エコ」： エンジン／シフトプログラムに加え、エアコンディショナーを省エネモード
で作動。省燃費走行を可能にします。

「スポーツ」： エンジン／シフトプログラムに加え、ステアリングトルクやアクセル
レスポンスを変更。スポーツドライビングを愉しめます。

「カスタム」： ACCやコーナリングライトの作動条件など、各機能を個別に制御。
ドライバーのスタイルに合わせたカスタマイズが可能です。

アイドリングストップ技術により無駄な燃料の消費を抑えるシステム。車両を停止させる際にブレーキペダルを踏みつづけると、
車両停止直前または停止完了時にエンジンが停止。発進の際はブレーキペダルから足を離せばスムーズに再始動＊します。また、事故
防止のために運転席のシートベルト解除やドアの開閉などを行った場合には、エンジンを再始動させない安全機構が備わっています。

車両の運動エネルギーを効率的に利用し、燃費の向上につなげるシステム。走行中、
ドライバーがアクセルペダルから足を離したり、ブレーキを掛けた際に発生する減速
エネルギーをバッテリーに充電。逆に加速時は充電のためのエンジンへの負荷を低減し、
無駄な燃料消費を抑えます。＊：オートホールド機能が“OFF”の場合。“ON”の時にはアクセルを踏むとエンジンが始動します。

※アダプティブクルーズコントロール“ACC”（全車速追従機能付）使用時は作動条件が異なります。詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。

  6速 DSG®トランスミッション 

  ドライビングプロファイル機能

  プログレッシブステアリング  電子制御式ディファレンシャルロック"XDS"

  Start/Stopシステム   ブレーキエネルギー回生システム

Photo：Golf GTI  ボディカラー：トルネードレッド（G2）

ゴルフ GTIに搭載される2.0ℓ TSI®エンジンには、燃料直接

噴射に加えマルチポイント噴射を備えるデュアルインジェク

ションシステムを採用することで、最高出力169kW（230PS）

を発揮。さらに最大トルクを1,500～4,600rpmという広い

回転域で発生。アクセルペダルを一踏みすれば、“GTI”の

名にふさわしいダイナミックな走りをいつでも、思いのままに

愉しむことができます。最高出力：169kW（230PS）／4,700～6,200rpm（ネット値）
最大トルク：350Nm（35.7kgm）／1,500～4,600rpm（ネット値）
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  2.0ℓ TSI®エンジン

写真は機構説明用につき、一部実際と異なる場合があります。
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  デジタルメータークラスター“Active Info Display”

テレマティクス機能“Guide & Inform”

コネクティビティ機能“App-Connect”

  モバイルオンラインサービス
  “Volkswagen Car-Net”

※運転者が万一、“Volkswagen Media Control”アプリケーション、専用アプリケーション“Volkswagen Car-Net”およびスマートフォン
を使用する場合は、常に交通安全を心がけ、交通規制、道路交通法、自動車に関する法律、条令、安全基準を順守してください。安全
が確保されない場合は、必ず安全な場所に停車してから操作してください。 ※画面は全てハメ込み画像です。また、画面はイメージ
で実際とは異なる場合があります。 ※ディスクやメディアの、録音・録画形式や状態によっては再生できない場合があります。また、再生
可能なデータ形式・規格は限られます。詳しくはフォルクスワーゲン カスタマーセンターまたは正規ディーラーにお問い合わせください。

＊1：安全のため、走行中は本機モニターで地上デジタルTVやDVDの映像を見ることはできません。音声のみとなります。 
＊2：Apple CarPlay™、iPod®、iPhone®は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone®商標は、
アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。 ＊3：著作権保護
されているWMA（Windows Media® Audio）形式の音楽ファイルは再生できません。 ＊4：DVD-R/CD-R/CD-RWやSDHC
メモリーカード等に記録された音楽ファイルの直接再生が可能です。 ＊5：Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,Inc.の商標または
登録商標です。Bluetooth®は携帯電話の仕様や設定により接続できない場合や、操作方法・表示・動作が異なる場合があり
ます。 ＊6：CD-R/CD-RWやSDHCメモリーカード等に記録された音楽ファイルの直接再生が可能です。 ＊7：情報提供のある
ガソリンスタンドのみとなります。 ＊8：情報提供のある駐車場のみとなります。 ＊9：Gracenote®はグレースノート社の登録商標です。 
＊10：無償期間終了後は、専用ポータルサイトで有償更新可能。通信費は別途、各通信会社との契約に基づき発生、変動します。
契約内容によっては別途追加契約が必要となる場合があります。 ＊11：テレマティクス機能“Guide & Inform”搭載車のみ可能
です。 ＊12：MirrorLink™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。 ＊13：Google、Google Play、Android™、Android Auto™は、Google Inc.の商標または登録商標です。 
※走行中に使用できるのは一部のアプリケーションとなります。すべてのアプリケーションに対応するものではありません。

インフォテイメントシステムとスマートフォン間の通信を可能とするフォルクスワーゲン
が提供する機能です。“App-Connect”は“MirrorLink™”＊12、“Apple CarPlay™”＊2、
“Android Auto™”＊13に対応します。“App-Connect”を利用して、対応するアプリ
ケーションを車載器の画面上で閲覧したり、音声で操作することが可能です。

“Discover Pro”をスマートフォンやWi-Fiルーターなどの通信機器と接続し
テザリングを通じて専用サーバーと通信を行うことで、各種情報を入手できます。
ルート案内の精度をさらに高めたり、オンラインによる検索を行うことで豊富な
施設を検索したり、ボイス検索をすることで運転時もより安全かつ簡単に充実
した内容の検索が可能。また、周辺のガソリンスタンドの料金＊7や駐車場の満空
情報＊8を入手したり、Gracenote®＊9情報を、オンラインで最新のものにアップ
デートすることができます。“Guide & Inform”機能は、新車購入時より３年間
無償＊10で提供しています。
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詳しくは、モバイルオンラインサービス Volkswagen Car-Netカタログをご参照ください。 
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9.2インチ大型全面タッチスクリーンを採用。従来のナビゲーションシステムの域を超える、車両を総合的に管理するインフォテイメントシステム
です。全面タッチスクリーンにより、まるでスマートフォンのように画面上を軽くタッチするだけで反応します。大画面の特徴を生かし、3つの画面を
同時に表示させることも可能。手のひらを画面にかざして左右にスワイプするだけで画面操作を行えるジェスチャーコントロール※1を搭載しました。

専用の“Volkswagen Media Control”アプリケーションで、後部座席等からもインフォテイメントシステムを操作でき、ドライバーが運転に集中し

やすい環境を作り出します。さらに純正システムならではの車両との連動性により、車両の各種情報の表示や先進安全装備などの設定も可能。

もちろん、フルセグ地上デジタルTVチューナー＊1、iPod®/iPhone®＊2/音楽再生（MP3、WMA＊3、AAC）＊4、Bluetooth®＊5オーディオ/ハンズフリー
フォンにも対応しています。

※１：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）　
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タッチスクリーンに触れることなく、手のひらを画面に

かざして左右にスワイプするだけでラジオ選局などの

操作を行えます。視線や運転姿勢を変えずに、手の

ジェスチャーで快適に画面操作が可能です。

ゴルフ GTIにはフォルクスワーゲン車専用に開発されたオーディオシステムを採用しました。このシステムでは、ドライビングプロファイルをはじめ

とする機能の設定変更や、エコドライブのアシスト機能などが8インチの大型タッチスクリーンで操作可能。スマートフォンのように直観的な操作
を実現するだけでなく、ドライバーの手の動きを感知して必要な時だけメニューを表示するなど、情報の見やすさと操作のしやすさを両立します。

CDプレーヤー、MP3/WMA＊3再生＊6、AM/FM、ワイドFM対応、Bluetooth®＊5オーディオ/ハンズフリーフォンや、“Composition Media”の画面を

タッチしてスマートフォンアプリを操作できる“App-Connect”にも対応するなど、多彩な機能で快適なドライビングをサポートします。
Golf GTIに標準装備

従来のアナログ型に代わる12.3インチ大型ディスプレイによるフルデジタルメータークラスター。高解像度ディスプレイには
速度計とタコメーターに加え、好みに合わせて数種類のモードから選択したグラフィックを表示できます。ナビゲーションモードを

選択した場合は、画面中央に“Discover Pro”と連動したマップをより大きくワイドに映し出すこともできます。
Golf GTI Performanceに標準装備　Golf GTIにオプション設定

ジェスチャーコントロール※1

“Discover Pro”とスマートフォン、タブレットをWLAN
接続することで、同乗者がスマートフォンから音楽、ラジオ

の操作、目的地設定や住所検索※2が可能になります。
※2：住所検索・周辺施設検索：住所入力による目的地の検索や、「コンビニ」などキー
ワード入力による現在地周辺の施設検索が、日頃使い慣れたスマートフォン入力により
可能です。同乗者操作や、駐停車中の操作で、設定した目的地を“Discover Pro”に
転送し、ナビゲーションできます。
通信費は別途、各通信会社との契約に基づき発生、変動します。

“Volkswagen Media Control”
アプリケーション

Technology

  Volkswagen純正インフォテイメントシステム“Discover Pro”

  Volkswagen純正インフォテイメントシステム“Composition Media”

人とクルマをつなげる
 先進テクノロジー。

写真は欧州仕様です。

専用アプリケーション“Volkswagen Car-Net”
「オンライン目的地インポート」＊11を搭載。スマートフォンでいつでも
どこからでも、目的地の検索が可能です。

高い視認性を確保しながら、消費電力の少なさと長寿命を実現させた

LEDヘッドライトを採用。ダイナミックコーナリングライト＊とダイナ

ミックライトアシスト＊も備えています。GTIを象徴するレッドラインを

施したダイナミックなデザインが、見る人に鮮烈な印象を与えます。
＊：Golf GTI Performanceに標準装備　Golf GTIにオプション設定

  LEDヘッドライト
新採用のLEDテールランプは、ウインカーの光が流れるように

点滅するダイナミックインジケーターを装備。特徴的な発光パターン

によって後続車からの視認性がさらに高まり、万一の追突の危険性

を軽減します。
＊：Golf GTI Performanceに標準装備　Golf GTIにオプション設定

  LEDテールランプ（ダイナミックターンインジケーター付＊）



写真は一部実際と異なる場合があります。
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。 1817

クルーズコントロールにレーダーセンサーを組み合わせたシステムです。高感度なレーダースキャンにより先行車を測定。あらかじめ設定されたスピードを

上限に自動で加減速を行い、一定の間隔を維持することで、長距離走行などでのドライバーの疲労を低減させます。またこのシステムは渋滞などの

低速度域でも作動し、先行車が完全に停止するまでの範囲で制御が可能＊。作動状況はメーターディスプレイで視覚的に確認できます。
＊：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。　
※起動速度：30km/h以上　作動速度：0km/h以上　

安全な車間距離を常にキープ。
アダプティブクルーズコントロール“ACC”（全車速追従機能付）

リヤビューカメラ
“Rear Assist”

9エアバッグ ポストコリジョンブレーキシステム

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）

ドライバー疲労検知システム
“Fatigue Detection   
 System”

エマージェンシーストップシグナル

・ アダプティブクルーズコントロール“ACC”
   （全車速追従機能付）
・ レーンキープアシストシステム“Lane Assist”
・ ダイナミックコーナリングライト
・ スタティックコーナリングライト
・ ダイナミックライトアシスト
・ ブラインドスポットディテクション
  （後方死角検知機能）

・ リヤトラフィックアラート（後退時警告・衝突軽減ブレーキ機能）
・ プロアクティブ・オキュパント・プロテクション
・ ESC（エレクトロニック・スタビリティ・コントロール）
・ パークディスタンスコントロール
  （フロント/リヤ、前進/後退時衝突軽減ブレーキ機能付）
・ オプティカルパーキングシステム
・ ABS（アンチロック・ブレーキング・システム）
・ ブレーキアシスト

・ 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）

・ ISOFIX（アイソフィックス）基準適合チャイルドシート
  固定装置（後席左右）
・ 全席3点式シートベルト（運転席/助手席高さ調整式）
・ むち打ち軽減ヘッドレスト（運転席/助手席）

予防安全 衝突安全 二次被害防止

事故を起こさせない 万が一の事故のダメージを軽減する 事故が起きた後の被害を抑える

いくら気をつけて運転していても、ヒヤッとする思いをしたことが誰にでもあるはずです。どんな場面でも乗員や歩行者の安全を最優先する。

そのためにフォルクスワーゲンでは、すべてのクルマに世界トップレベルの安全技術を標準装備。総合安全理念Volkswagen オールイン・セーフティのもと、

予防安全・衝突安全・二次被害防止の3つのステージで総合的に危険を回避する数々の技術を搭載しています。
たくさんの「安全」を標準装備したゴルフ GTIが、あなたのカーライフをより快適で楽しいものにします。

高剛性ボディ

万が一の事故の
ダメージを軽減する

衝突安全

事故が起きた後の
被害を抑える
二次被害防止

事故を
起こさせない
予防安全

渋滞時追従支援システム
“Traffic Assist”

フロントガラス上部に設置されたカメラにより走行中の車線を

モニタリング。ドライバーの意図しない車線の逸脱を検知する

と、ステアリング補正＊を行いドライバーに警告し、ステアリング

操作をサポートします。

＊：ステアリングの補正はドライバーのステアリング操作で
解除することができます。　
※起動速度 65km/h以上　作動速度 60km/h以上　

車線逸脱しないようドライバーをサポート。
レーンキープアシストシステム
“Lane Assist”

全速度域＊においてレーダーで前方の車両との距離を検知。衝突の危険が予測される場合には、

制動距離の短縮化を図るため、ブレーキ圧を高めてスタンバイ状態を保持するとともに、ドライバー

に警告音・警告灯による注意喚起を行います。その際、ドライバーが回避操作を行わない場合には、

システムが自動で車両を減速させて衝突の被害を軽減します。また、時速5～65kmでの走行中には
歩行者検知機能が作動し、時速5～30kmの速度域においてはシティエマージェンシーブレーキ機能
が作動します。エンブレムに内蔵されたレーダーセンサーが車両だけでなく歩行者も

検知し、自動的にブレーキを作動させ危険を回避、あるいは追突の被害を軽減します。
＊：作動速度 5km/h以上

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）

“Traffic Assist”はドライバーがあらかじめ設定した間隔を

先行車との間で保ち、走行レーンを維持するようサポートする

ことができます。この機能をオンにすると交通渋滞時やストップ

＆ゴーの多い状況において、システムは自動的にアクセル、

ブレーキおよびステアリングを制御＊し、渋滞時や長距離移動

におけるドライバーの疲労やストレスを和らげます。
＊：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。 ※起動速度 30km/h以上　作動速度 0～60km/h　
※作動条件 ドライバーの両手がステアリングを握っていてハンドル操作に関与していること

渋滞のストレス軽減。
渋滞時追従支援システム“Traffic Assist”

「安全性はすべてに優先する」。フォルクスワーゲンの大切な理念のひとつです。

Photo：Golf GTI Performance　ボディカラー：ピュアホワイト（0Q）

※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。

ステアリング操作に連動し、ヘッドライトの照射エリアを細かく

調整。曲がる方向を適切に照らし出し、より安全性を高めます。
Golf GTI Performanceに標準装備　Golf GTIにオプション設定

ステアリングの動きに連動して照射。
ダイナミックコーナリングライト

低速でカーブを曲がる時に、ステアリングの舵角およびウイン

カーと連動して点灯。交差点での歩行者の確認がしやすく、

歩行者側に注意を促すこともできます。

歩行者の安全も守る。
スタティックコーナリングライト

■ ダイナミックコーナリングライト
■ 通常のロービーム

Safety
すべての人に、最新の安全性能を。

 それがフォルクスワーゲンの変わらぬ理念。

Volkswagen オールイン・セーフティ：Golf GTI Performanceの場合。  Golf GTI PerformanceとGolf GTIで装備の設定が異なります。設定の詳細につきましては、P27主要装備表をご確認ください。



万が一の事故の
ダメージを軽減する

衝突安全

事故が起きた後の
被害を抑える
二次被害防止

事故を
起こさせない
予防安全

急制動や極端なオーバーステア/アンダーステアによって発生しうる
事故の可能性を検出すると、即座にシートベルトのテンションを

高め、同時にウインドーを閉じます。それによって万が

一の事故が起きた際に、各エアバッグが最大限の

効力を発揮できるよう備えます。

リヤバンパーに内蔵されたレーダーセンサーを使用し、

側面および後方車両との車間距離と車速の差を測定し

ます。ドライバーの死角となる後方側面に車両を検知した

際、ドライバーが方向指示器を操作すると、ドアミラーに

内蔵された警告灯が点滅しドライバーに注意を促します。

※作動速度 15km/h以上

ドライバーのステアリング入力や角度をモニタリング。疲労や

眠気による急なステアリング操作など、通常の運転パターンと

異なる動きを検知して、表示と警告音で休憩を促します。

※このシステムはドライバーの疲労をどのような状況でも検知できるわけではありません。
カーブ走行時、車速、道路、天候状況によってはご使用になれない場合があります。

9個のエアバッグを標準装備するとともに、音響センサーの導入によって
衝撃に対する反応時間の短縮も実現。運転席 /助手席の「フロントエア
バッグ」、前席 /後席の「サイドエアバッグ」、サイドウインドー全体を覆う
「カーテンエアバッグ」に

加え、運転席には「ニーエア

バッグ」を採用し、クラス

トップレベルの乗員保護

性能を備えています。

2019

高速走行時＊に急ブレーキをかけると、ブレーキランプが

自動点滅して後続車に緊急制動を知らせます。そのまま

時速10km以下になると、ハザードランプ点滅に自動切替。
再加速または手動操作で解除することができます。

＊速度は路面やタイヤなどの状況により左右されます。走行時は法定速度を厳守してください。

後続車に危険を知らせる。
エマージェンシーストップシグナル

万が一の事故の
ダメージを軽減する

衝突安全

事故が起きた後の
被害を抑える
二次被害防止

事故を
起こさせない
予防安全

万が一の事故の
ダメージを軽減する

衝突安全

事故が起きた後の
被害を抑える
二次被害防止

事故を
起こさせない
予防安全

走行時の予期せぬ障害物の回避や滑りやすい路面での横滑りを防ぎ、走行

安定性を高めます。センサーによりクルマの不安定な挙動を感知すると、多くの

電子制御機能をコントロールしてブレーキやエンジン出力を統合制御。走る

歓びを先進の技術で支えます。

横滑りなどをコントロールしてサポート。
ESC（エレクトロニック・スタビリティ・コントロール）

ギヤをリバースに入れると車両後方の映像

を映し出します。画面にはガイドラインが

表示され、車庫入れや縦列駐車などの際に

安全確認をサポートします。

バック時の後方視認をサポート。
リヤビューカメラ“Rear Assist”

バンパーに設置したセンサーにより障害物などを検知して警告音で知ら

せます。さらに、前進/後退時衝突軽減ブレーキ機能＊を“ON”にすると、

障害物に近づいて衝突の恐れがある場合、自動的にブレーキを作動させ

衝突を回避または衝突の被害を軽減させます。

＊：作動速度 10km/h以下

駐車時の障害物を検知。
パークディスタンスコントロール（フロント/リヤ、
前進/後退時衝突軽減ブレーキ機能付）

センサーにより障害物などを検知してディスプレイで知らせます。障害

物との距離や位置を表示して、駐車時の安全な操作をサポートします。

駐車時の障害物を検知し、
ディスプレイでお知らせ。
オプティカルパーキングシステム

バックで出庫する際の安全性を大幅に高めるシステムです。駐車位置から後退で発進する際、リヤバン

パーに内蔵されたレーダーセンサーにより車両後方の交通状況をモニタリングし、死角から接近してくる

車両を検知した際、警告音にてドライバーに注意を促します。ドライバーが反応しなかったり、ブレーキ

操作が不十分な場合には、自動的にブレーキを作動させ、危険を回避、あるいは衝突の被害を軽減します。

※作動速度 1～12km/h 後退時

出庫時の後方の安全確認をサポート。
リヤトラフィックアラート（後退時警告・衝突軽減ブレーキ機能）

事故を予測して、万が一の時に備える。
プロアクティブ・オキュパント・プロテクション

見えにくいところも教えてくれる。
ブラインドスポットディテクション
（後方死角検知機能）

フロントカメラで対向車・先行車の位置や距離を算出し、その

結果に基づき、適切な状態でヘッドライトの照射エリアを細

かく調整。対向車や先行車のドライバーを眩惑することなく、

前方の路面と路肩を広範囲に明るく照らすことができます。

※起動速度 60km/h以上　
Golf GTI Performanceに標準装備　Golf GTIにオプション設定

対向車への眩惑を軽減。
ダイナミックライトアシスト

運転の疲れを気づかせてくれる。
ドライバー疲労検知システム
“Fatigue Detection System”

衝突や追突時の衝撃をエアバッグのセンサーが検知する

ことで作動。自動でブレーキをかけて車両を時速10km以
下になるまで減速＊させ、対向車線へのはみ出しなどに

よって起こる多重事故の危険を低減させます。

＊車両を最大0.6Gの範囲内で減速します。　
※ポストコリジョンブレーキシステムの制御には限界があります。
このシステムは追突などを自動で回避するものではありません。
また、道路状況や天候によっては作動しない場合があります。
詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。
※動画ではマルチコリジョンブレーキシステムとなっていますが機能は同じになります。

衝突後の、さらなる多重事故に備える。
ポストコリジョンブレーキシステム

万が一の衝突時、衝撃を和らげる。
9エアバッグ

レーザー溶接や超高張力鋼板の採用などにより高剛性化と軽量化を両立。

安全性はもちろん、優れた走行安定性と静粛性を実現しました。またボディ

には衝撃吸収構造を採用。衝突エネルギー吸収構造材・エネルギー分散

構造材を組み合わせたクラッシャブルゾーンと頑強なフレームで囲まれた

キャビンが衝突時に高い乗員保護性能を発揮します。

高い安全性と安定した走りをもたらす。
高剛性ボディ

衝突時、シートベルトを瞬時に巻き上げて

身体をしっかりと支え、拘束効果を高めます。

その後、フォースリミッターがベルトを緩め、

必要以上の負荷がかからないようにします。

事故の瞬間、ベルトをタイトに締める、そして緩める。
フォースリミッター付シートベルトテンショナー

写真は一部実際と異なる場合があります。
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。

※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。

■ ESC装着車
■ ESC非装着車

シートベルトテンショナー

フォースリミッター

写真はイメージです。



“GTI”の特徴であるヘッドライトユニット

下部の2本フィン奥にはフォグランプを

装備。高輝度LEDが霧や雨などの悪天

候時に視界を確保します。

  専用LEDフォグランプ

ポケットや鞄の中にキーを忍ばせておけば、ドアハンドルに手をかけるだけでロックを解除。乗り込んだ後は

ボタンひとつでエンジンが始動。重厚な排気音がまたたく間にドライバースピリットを駆り立てます。
※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。

  スマートエントリー＆スタートシステム
  “Keyless Access”

GTI伝統のハニカムグリルをはじめ、大型フロントスポイラーやディフューザー付きリヤバンパー、ルーフ後端の

リヤスポイラーなどの専用パーツを装備。エアロダイナミクスに優れ、高速走行時の車体の安定を確保。遠く

からでもひと目でGTIだと認識できるダイナミックなエクステリアが、周囲の熱い視線を集めます。

  専用エクステリア
  （ハニカムフロントグリル、フロント＆リヤバンパー、リヤスポイラー）

写真は一部実際と異なる場合があります。 ※モニター画面は欧州仕様のイメージです。 2221

Photo：Golf GTI Performance　ボディカラー：ディープブラックパールエフェクト（2T）

Photo：Golf GTI Performance

Equipment
隅々まで息づく

 GTIならではの個性。

リヤバンパー下部にあるディフューザーの左右から突き出た2本のエキゾーストパイプ。迫力ある

リヤビューを醸し出す、レーシーで洗練された印象のクローム仕上げ。ハイパワー2.0ℓTSI®エンジン

が奏でるエキゾーストノートが、ドライバーの気持ちを高ぶらせます。

  クロームツインエキゾーストパイプ

  フルカラーマルチファンクション
  インジケーター
メーター内のディスプレイに時刻、瞬間・平均

燃費、走行距離、平均速度、運転時間、

外気温度などを表示。最小限の視線移動で

ドライビングに役立つ情報が得られます。

アクセルおよびブレーキにはスポーティなアルミ

調ペダルを採用。細部にまでおよぶこだわりが

ドライバーの気分を高めます。

  アルミ調ペダルクラスター
GTIを象徴する鮮やかなレッドの光を放つ専用ドア

シルプレート。ドアシル部を傷つきから守り、コックピット

に乗り込むドライバーの気持ちを高ぶらせます。

  専用ドアシルプレート

ドアトリムにレッドの光を点灯させるインテリアアンビエントライト搭載。スポーティなコックピットの雰囲気を

高め、心地いい空間を演出します。

  インテリアアンビエントライト

スポーク部に“GTI”ロゴをあしらうとともに、

スポーティな赤いステッチをもちいた専用デザ

インを採用。手によく馴染む本革がドライバー

の意思を確実にフロントタイヤへと伝えます。

  専用レザーマルチファンクション
  ステアリングホイール

Golf GTIに標準装備



Body Colors

写真は一部実際と異なる場合があります。 2423 Photo：Golf GTI Performance　ボディカラー：ダークアイアンブルーメタリック（8P）

Lineup / Colors
Golf GTI Performance

225/35R19タイヤ／7.5J×19アルミホイール
＊：写真は前輪。Golf GTI Performanceのみ前輪に「GTI」ロゴ付。

  専用19インチアルミホイール／
  レッドブレーキキャリパー＊ 専用2.0ℓ TSI®エンジン

7速DSG®トランスミッション
電子制御油圧式フロントディファレンシャルロック
19インチアルミホイール
大径ブレーキディスク（フロント/リヤ）
マイクロフリースシート

  Performance専用装備

※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。 

Deep Black Pearl Effect
ディープブラック

パールエフェクト（2T）

Pure White
ピュアホワイト（0Q）

Dark Iron Blue Metallic
ダークアイアンブルーメタリック（8P）

標準仕様のGTIより11kW（15PS）パワーアップした専用2.0ℓTSI®エンジンや

7速DSG®トランスミッションなどの専用装備により卓越したパフォーマンスを発揮。

走りがさらに研ぎ澄まされた特別なGTIです。

Titanium Black/Microfleece
チタンブラック/マイクロフリース（TW）



225/45R17タイヤ／7.5J×17アルミホイール
  専用17インチアルミホイール

Body Colors

写真は一部実際と異なる場合があります。 2625

Golf GTI

Oryx White Mother of Peal Effect
オリックスホワイト マザーオブ

パールエフェクト（0R）＊

Tungsten Silver Metallic
タングステンシルバー

メタリック（K5）

Deep Black Pearl Effect
ディープブラック

パールエフェクト（2T）

Atlantic Blue Metallic
アトランティックブルー

メタリック（H7）

Pure White
ピュアホワイト（0Q）

Tornado Red
トルネードレッド（G2）

Titanium Black/Fabric
チタンブラック/ファブリック（TW）

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。※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。  ＊有償オプションカラー

デジタルメータークラスター“Active Info Display”
ダイナミックコーナリングライト／ダイナミックライトアシスト
ダークテールランプ／LEDテールランプ（ダイナミックターンインジケーター付）

テクノロジーパッケージ

  オプション装備

受注生産

Volkswagen純正インフォテイメントシステム“Discover Pro”（SSDナビ
ゲーションシステム、VICSワイド対応、DVD/CDプレーヤー、MP3/WMA＊1

再生＊2、AM/FM、ワイドFM対応、地デジTV受信＊3、Bluetooth®＊4オーディオ/
ハンズフリーフォン、ジェスチャーコントロール、“Volkswagen Media Control”
アプリケーション対応）／ETC2.0対応車載器／モバイルオンラインサービス
“Volkswagen Car-Net”（コネクティビティ機能“App-Connect”、テレマ
ティクス機能“Guide & Inform”）／オーディオ外部入力端子

“Discover Pro”パッケージ

※テクノロジーパッケージの単体装着はできません。“Discover Pro”パッケージとのセットオプ
ションとなります。 ＊1：著作権保護されているWMA（Windows Media® Audio）形式の音楽
ファイルは再生できません。 ＊2：DVD-R/CD-R/CD-RWやSDHCメモリーカード等に記録され
た音楽ファイルの直接再生が可能です。 ＊3：安全のため、走行中は本機モニターで地上
デジタルTVやDVDの映像を見ることはできません。音声のみとなります。 ＊4：Bluetooth®は
米国Bluetooth SIG,Inc.の商標または登録商標です。Bluetooth®は携帯電話の仕様や
設定により、接続できない場合や、操作方法・表示・動作が異なる場合があります。

Photo：Golf GTI　ボディカラー：トルネードレッド（G2）

いつの時代も、走りを愛するドライバーの胸をときめかせてきたGTI。

伝統を受け継ぐタータンチェック柄のシートをはじめ、

充実したオプションを用意して、GTIの魅力をあなたのスタイルで楽しめます。



主要装備表

アダプティブクルーズコントロール"ACC"（全車速追従機能付）／レーンキープアシストシステム"Lane Assist"／渋滞時追従支援システム"Traffic Assist"／スタティックコーナリングライト
ダイナミックコーナリングライト／ダイナミックライトアシスト
リヤビューカメラ"Rear Assist"／ブラインドスポットディテクション（後方死角検知機能）／ドライバー疲労検知システム"Fatigue Detection System"／パークディスタンスコントロール（フロント/リヤ、前進/後退時衝突軽減ブレーキ機能付）
オプティカルパーキングシステム／リヤトラフィックアラート（後退時警告・衝突軽減ブレーキ機能）／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）／プロアクティブ・オキュパント・プロテクション
ESC（エレクトロニック・スタビリティ・コントロール）／ABS（アンチロック・ブレーキング・システム）／ブレーキアシスト
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）／ニーエアバッグ（運転席）／サイドエアバッグ（前席/後席）／カーテンエアバッグ／むち打ち軽減ヘッドレスト（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）／ISOFIX（アイソフィックス）基準適合チャイルドシート固定装置（後席左右）
エマージェンシーストップシグナル／ポストコリジョンブレーキシステム

予防安全

衝突安全

二次被害防止

盗難防止装置

視界

空調

オーディオ／ナビゲーション

機能装備

快適装備

メーター周り

外装

シート／内装

収納

足回り

その他

GTI PerformanceGTI

▲1

▲1

▲1▲1

▲1

▲2

▲2

▲2

GTI GTI Performance

［　］はGolf GTI

四面図（mm）

Equipment List / Specifications
主要諸元表

全長
全幅
全高
ホイールベース
トレッド前/後
最低地上高（空車時）
車両重量

最小回転半径

燃料消費率（国土交通省審査値）

主要燃費向上対策
型式
種類
内径×行程
総排気量
圧縮比
最高出力（ネット値）
最大トルク（ネット値）
燃料タンク容量
使用燃料
トランスミッション

変速比

最終減速比
フロントサスペンション
リヤサスペンション
フロントブレーキ
リヤブレーキ
使用タイヤサイズ

二酸化炭素（CO2）排出量
排気ガス
騒音
エアコン冷媒

mm
mm
mm
mm
mm
mm

kg
名
m

km/ℓ

mm
cc

kW（PS）/rpm
Nm（kgm）/rpm

ℓ

4,275
1,800
1,470
2,635

130

5
5.2

アイドリングストップ装置／筒内直接噴射／可変バルブタイミング／電動パワーステアリング／充電制御／DSG®

直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ（4バルブ）
82.5×92.8

1,984
9.6

50
無鉛プレミアム

マクファーソンストラット（スタビライザー付）
4リンク（スタビライザー付）
ベンチレーテッドディスク

GTI PerformanceGTI

4ドア 7速DSG® 右ハンドル4ドア 6速DSG® 右ハンドル
ABA-AUDLB

1,530/1,505

1,430

14.0

DLB

180（245）/5,000-6,700
370（37.7）/1,600-4,300

自動7段（前進）1段（後退）
第1速3.400／第2速2.750／第3速1.766 ／第4速0.924
第5速0.704／第6速0.754／第7速0.634／後退2.900

1,4,5速,後退：4.166／2,3,6,7速：3.125

ベンチレーテッドディスク
225/35 R19

ABA‐AUCHH

1,535/1,510

1,380

14.6

CHH

169（230）/4,700-6,200
350（35.7）/1,500‐4,600

自動6段（前進）1段（後退）
第1速2.933／第2速1.791／第3速1.125／第4速0.772

第5速0.810／第6速0.636／後退3.352
1‐4速：4.769／5‐6速,後退：3.444

ディスク
225/45 R17

車両型式

寸法／重量

乗車定員

性能

エンジン

諸装置

2827

環境仕様

一酸化炭素（CO）：1.15g/km／非メタン炭化水素（NMHC）：0.05g/km／窒素酸化物（NOx）：0.05g/km

種類：R134a／使用量：500g／GWP値：1,430／環境影響度目標値：150／目標年度2023年

159g/km（JC08モード走行 燃費値換算）

平成10年規制適合（規制値　近接排気騒音：96dB／定常走行騒音：72dB／加速走行騒音：76dB）

166g/km（JC08モード走行 燃費値換算）

平成28年規制適合（協定規則第51号第3改訂版に適合）

●本仕様・主要装備・諸元などは予告なく変更される場合があります。 ●フォルクスワーゲン グループ ジャパンが日本に輸入する車は、安全対策および排気ガス対策の点で現行の国内基準をすべて満たしています。 ●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。 ●スノーチェーンのご使用に際し、製品によってはボディに
干渉する恐れがありますので、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、内張りとシートのカラーについては、撮影・印刷条件により実際の車両と異なって見えることがありますのでご了承ください。※本カタログ中で使用
した写真およびイラストは、実際と異なる場合がありますのでご了承ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　製造事業者：フォルクスワーゲングループジャパン 株式会社

Volkswagen オールイン・セーフティ
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380（1,270）ℓラゲージスペース

ラゲージスペースの容量はVDA（ドイツ自動車工業会）方式による。
（　）内は後席を倒した場合。
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▲1：テクノロジーパッケージ　▲2："Discover Pro"パッケージ
▲1は▲2とのセットオプションとなります。　※パッケージの装備を単独で選択することはできません。
＊1：著作権保護されているWMA（Windows Media® Audio）形式の音楽ファイルは再生できません。 ＊2：CD-R/CD-RWやSDHCメモリーカード等に記録された音楽ファイルの直接再生が可能です。 ＊3：Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,Inc.の商標または登録商標です。Bluetooth®は携帯電話の仕様や設定により、接続できない場合や、操作方法・表示・動作が
異なる場合があります。 ＊4：DVD-R/CD-R/CD-RWやSDHCメモリーカード等に記録された音楽ファイルの直接再生が可能です。 ＊5：安全のため、走行中は本機モニターで地上デジタルTVやDVDの映像を見ることはできません。音声のみとなります。 ＊6：iPod®、iPhone®は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone®の商標は、アイホン株式会社の
ライセンスにもとづき使用されています。 ＊7：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。 ＊8：GTI Performanceのみ、前輪に「GTI」ロゴ付です。  詳しくはフォルクスワーゲン カスタマーセンターまたは正規ディーラーにお問い合わせください。

イモビライザー
LEDヘッドライト（オートハイトコントロール機能付）／オートライト／GTI専用LED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）
ダークティンテッドガラス（リヤ/リヤ左右、UVカット機能付）／レインセンサー／電動格納式リモコンドアミラー（ヒーター、リバース連動機能〈助手席〉付）／自動防眩ルームミラー
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）／アレルゲン除去機能付きフレッシュエアフィルター（花粉/ダスト除去外気導入フィルター）
Volkswagen純正インフォテイメントシステム"Composition Media"（CDプレーヤー、MP3/WMA＊1再生＊2、AM/FM、ワイドFM対応、Bluetooth®＊3オーディオ/ハンズフリーフォン）
Volkswagen純正インフォテイメントシステム"Discover Pro"（SSDナビゲーションシステム、VICSワイド対応、DVD/CDプレーヤー、MP3/WMA＊1再生＊4、AM/FM、ワイドFM対応、地デジTV受信＊5、Bluetooth®＊3オーディオ/ハンズフリーフォン、
ジェスチャーコントロール、"Volkswagen Media Control"アプリケーション対応）／ETC2.0対応車載器
モバイルオンラインサービス"Volkswagen Car-Net"（コネクティビティ機能"App-Connect"）
モバイルオンラインサービス"Volkswagen Car-Net"（コネクティビティ機能"App-Connect"、テレマティクス機能"Guide & Inform"）
MEDIA-IN（iPod®＊6/iPhone®＊6/USBデバイス接続装置）
オーディオ外部入力端子
8スピーカー
オートホールド機能／BlueMotion Technology（Start /Stopシステム、ブレーキエネルギー回生システム）／スマートエントリー&スタートシステム"Keyless Access"＊7／カミングホーム&リービングホーム／12V電源ソケット（前席、ラゲージルーム）
パドルシフト／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／プログレッシブステアリング／エレクトロニックパーキングブレーキ／ドライビングプロファイル機能
インテリアアンビエントライト／カップホルダー（前席/後席）／センターアームレスト（前席/後席）
フルカラー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）
デジタルメータークラスター"Active Info Display"
シートベルト警告装置（全席）／タイヤ空気圧警告灯
GTI専用エクステリア（ハニカムフロントグリル、フロント&リヤバンパー、リヤスポイラー）
ダークテールランプ
LEDテールランプ
LEDテールランプ（ダイナミックターンインジケーター付）
クロームツインエキゾーストパイプ
GTI専用ファブリックシート
GTI Performance専用マイクロフリースシート
トップスポーツシート（運転席/助手席）／高さ調整式シート（運転席/助手席）／ランバーサポート（運転席/助手席）／分割可倒式シート（後席）／GTI専用レザーマルチファンクションステアリングホイール／GTI専用シフトノブ
GTI専用ドアシルプレート／アルミ調ペダルクラスター（アクセル/ブレーキ）
グローブボックス（エアコン送風口付）／シートバックポケット（運転席/助手席）／トノカバー
アダプティブシャシーコントロール"DCC"
電子制御式ディファレンシャルロック"XDS"
電子制御油圧式フロントディファレンシャルロック
GTI専用スポーツサスペンション／レッドブレーキキャリパー＊8

225/45R17タイヤ／7.5J×17アルミホイール（5スポーク）
225/35R19タイヤ／7.5J×19アルミホイール（5ダブルスポーク）
テンポラリースペアタイヤ／Volkswagen Professional Care





After Service

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
プ
ロ
グ
ラ
ム

標準
付帯

標準
付帯

あなたのカーライフを支える、充実のアフターサービス。

延長
サービスプラス

フォルクスワーゲン

プロフェッショナルケア
新車登録から3年間、法定1年点検（計2回）や
メーカー指定点検、定期交換部品の交換工賃をカバー。

新車登録から3年間、プロフェッショナルケアにて
発生する部品代、その他の消耗部品代をカバー。

4年目の法定点検や
その他規定の消耗部品の
補充・交換をカバー。

万が一の故障と緊急時の路上故障に対応したプログラム

フォルクスワーゲン

ニューサービスプラス

※Arteonには初度登録から3年間、法定点検やメーカー指定の定期点検、さらに指定・消耗部品が無償となるプログラムが標準附帯されております。
※3年目の初回車検整備、5年目の2回目車検整備にかかる費用及び部品代は含まれません。※記載内容につきましては、予告なく変更される場合があります。詳しくは専用のパンフレットをご用意しております。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。

※保証内容は車両に搭載される保証書に基づき適用されます。※記載内容につきましては、予告なく変更される場合があります。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。

サ
ポ
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム

一般保証（内外装品は除く）

5年間・24時間体制のエマージェンシーアシスタンス（ロードアシスタンスサービス）

12年間 錆穴の保証

3年間・走行距離無制限の一般保証

3年間 塗装保証

延長保証プログラム

ウォルフィサポート
一般保証を1年間または
2年間延長できるプログラム。

定期的なメンテナンスをサポートするプログラム

万全のサポート体制で安心
フォルクスワーゲン

安心プログラム

オプション

オプション

オプション
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入会金・年会費無料

あなたとの関係を、もっと楽しく、もっと深く。
フォルクスワーゲン オーナーズ パスは、オーナーの皆さまに、よりフォルクスワーゲンの魅力を感じていただくためのプログラムです。

エマージェンシーアシスタンスサービスをはじめ、オーナー様専用のマイページや、ご利用内容に応じたポイントプログラムなど、

充実のサービスでオーナー様の豊かなフォルクスワーゲンライフをサポートいたします。

キャンペーンやイベント案内をはじめ、

誰かに話したくなる読んで楽しい

会員様限定の情報が満載です。

※特典情報の受信にはメールアドレスのご登録が必要となります。

各種サービス・キャンペーン情報掲載
ポイント残高・利用履歴のご案内
車両およびお客様情報のご照会
次回点検予定日などをメールでお知らせ

※マイページの開設にはメールアドレスのご登録が必要となります。

マイページの機能

100種類以上の多彩なラインアップから、
貯まったポイントに応じて、

お好きなフォルクスワーゲングッズと交換できます。
※詳細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。

貯まったポイントでオリジナルグッズと交換

会員様限定の特典情報をお届け

（スマートフォンからも簡単アクセス）オーナー様専用マイページ

スマートフォン向けアプリ

Play On! 

※1：iOSは、Apple Inc.のOS名称です。IOSは、Cisco Systems,Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 ※2：Android™は、Google Inc.の商標または登録商標です。

・運転中における本アプリの操作は大変危険ですので、おやめください。 ・「Play On! by Volkswagen」アプリは、フォルクスワーゲン グループ  ジャパンが提供するアプリです。
・アプリのバージョンの更新により、仕様が異なる場合があります。

たくさん走ると
特製ステッカーが
もらえる！

高得点で
素敵なプレゼントが
毎月抽選で
当たる！

楽しいゲーム
が続々登場！

“Play On!“の
無料ダウンロードはこちら AndroidTM版※２iOS版※1

メンテナンス ポイント貯まる プレゼント

Volkswagen Owner’s Pass

3つのメリットVolkswagen Owner’s Pass
お車の運転が楽しくなるコンテンツを
搭載したスマートフォン向けアプリです。
お子さまも楽しめるゲームを搭載しています。

Volkswagen 
Owner’s Pass
マイページ

ベストタイムを目指そう！
ランランワーゲン
小さなフォルクスワーゲン車を操作
してクリアタイムを競う、昔懐かしい
ゲームです。

ゴーゴーワーゲン
絶妙な力加減でフォルクス
ワーゲン車をゴールピッタリ
に寄せるゲームです。

つみつみワーゲン
画面上に落ちてくる
フォルクスワーゲン
車を積み重ねていく
ゲームです。

by Volkswagen

走るほどに、世界のトリビア

をご紹介。走行距離に応じて

各国のオリジナルスタンプを

獲得しながら、旅を

していきます。

お得なキャンペーン情報

やイベント情報、愛車の

整備記録などもご覧いた

だけます。

走れば走るほど
楽しくなる！「VW DRIVE」



Volkswagen Lifestyle

Volkswagen Financial Services

ソリューションズ　    月々のお支払いを大幅に軽減。
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、
残りの金額を分割で
お支払いいただきます。 毎月のお支払い 据置価格

ソリューションズ プラス　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。
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、 
据置価格を除いた金額を購入時に
お支払いいただきます。

［購入時］ ［3年後］
月々の
お支払い

購入時のお支払い 3年後のお支払い購入時のお支払い 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。
※ソリューションズ プラスは、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。

フォルクスワーゲン自動車保険プラス

“安心感”と“お支払いの手軽さ”を両立した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。

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。

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。

据置価格設定型ローン
「ソリューションズ」でお買い上げ

月々のお支払い 最
終
回

5年後のお車

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。

車両の買取保証付きだから安心です。

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。
※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。

Volkswagen Official Site
カタログだけではお伝えしきれないフォルクスワーゲンならではの魅力を、より深くリアルに。

多彩な情報・サービスをお届けする公式サイト/コミュニティサイトへアクセスして、あなたご自身がぜひ体感・体験してください。

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。
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詳細は フォルクスワーゲン サイトトップ 見積りシミュレーション

詳細は フォルクスワーゲン サイトトップ 試乗車/展示車検索

　フォルクスワーゲンコミュニティサイト
公式サイトトップから簡単アクセス。最新情報・動画などの多彩なコンテンツを
発信するとともに、ユーザーの皆さまとフォルクスワーゲンで作る世界。
ぜひお越しください。

　試乗車/展示車検索
ご希望のモデル>ディーラー検索を順次選択するだけで、お近くのディーラーを
簡単検索。実車に触れて、乗って、その魅力を体験してください。

　見積りシミュレーション
ご希望モデルのグレードやオプションを順次選択していただくだけで、簡単に
お見積りシミュレーションしていただけます。エクステリアやインテリアを
360°ビューでご覧になれます。

Facebook
最新情報が満載。お気に入りの記事には「いいね!」をクリックしてください。

Twitter
最新トピックスを発信中の、公式アカウントをフォローしてください。

YouTube
新車情報、その走りなど最新動画を配信しています。

Instagram
様々な写真を紹介しています。

LINE
友だちになって最新の情報をチェックしてみてください。

さらに詳しい情報は

フォルクスワーゲンのブランドをより身近に感じていただけるオリジナルグッズ・コレクション。純正品ならではの品質と個性。フォルクスワーゲンの世界がさらに広がります。

オリジナルグッズコレクションは、
フォルクスワーゲン正規ディーラーおよび
オンラインショップにてお求めいただけます。
※掲載商品は予告なしに仕様などを変更、販売を終了する場合があります。



Golf GTI Performance / Golf GTI
愛知県豊橋市明海町5‐10　〒441‐8550
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。
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Photo：Golf GTI Performance　ボディカラー：ダークアイアンブルーメタリック（8P）　 写真は一部実際と異なる場合があります。


