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その原点を受け継いで。Polo GTI

コンパクトボディに先進の安全性と快適性を装備したPoloをベースに、

スポーツドライビングを愛する人に応えるパフォーマンスを追求。

まず、人を考える。フォルクスワーゲンのクルマづくりの原点は、

進化を遂げるPolo GTIの細部にまで脈々と息づいています。

Photo　ボディカラー：ピュアホワイト（0Q）　オプション装着車　写真は一部実際と異なる場合があります。

人を真ん中に考えるクルマ。

Think People.

「まず、人を考える。」

それは、フォルクスワーゲンをつくった日から変わらない、私たちの開発思想。

人が、クルマの中で過ごす時間を、徹底的に想像し、考え抜くこと。

その過程の中で、クルマにとって新しい技術やアイディアを生みだしてきました。

人を思うからこそ、細部にまで徹底的にこだわり、

永く愛せる道具としてのクオリティを追いつづけてきました。

「人を真ん中に考えること」。

フォルクスワーゲンのクルマづくりの原点を、私たちは、いまもう一度、見つめています。

それは、クルマづくりだけに限ることではありません。

フォルクスワーゲンを選んでくれた方と、さまざまな場面できちんと向き合うために、

厳しいご意見も含め、生の声に耳を傾けていきます。

フォルクスワーゲンの全てを知っていただく努力をする。

「Think People.」この言葉を胸に、NEWフォルクスワーゲンに、なるために。
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スポーツドライビングの

新たなよろこびを照らし出す。

“GTI”の進化に託されるもの。

それは走るよろこびを、最新の技術で革新しつづけていくこと。

時代を経ても変わらないその情熱と、ホットハッチという言葉を世に知らしめた誇りが、

“GTI”の名を冠した特別なPoloにさらなるパフォーマンスをもたらした。

192PSものパワーをアクセルに呼応してリニアに絞り出す1.8ℓTSI®エンジン。

ドライバーとシンクロし、瞬時にシフトチェンジする7速DSG®トランスミッション。

そして、軽量かつ高剛性なシャシーと専用サスペンションが実現する軽快なフットワーク。

飛躍的な進化を象徴するLEDヘッドライトの輝きが照らすその先に、

かつて体験したことのないスポーツドライビングのよろこびが待っている。

Photo　ボディカラー：ピュアホワイト（0Q）　オプション 装着車　写真は一部実際と異なる場合があります。
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気持ち加速させる走り。

「走る」「曲がる」「止まる」を徹底的に磨き上げ、最高のパフォーマンスを追求。

最高出力を192PSにまで高めた1.8ℓTSI®エンジンがもたらす圧倒的な瞬発力をはじめ、

高剛性ボディと専用サスペンションの絶妙なマッチングが生み出すリニアな操作感、

フロント：φ310 /リヤ：φ230の大径ブレーキディスクによる強力なストッピングパワーが、

アグレッシブなドライバーの走りに高い信頼で応える。

例えばショートコーナーが続く日本のワインディングにおいても、

その真価を余すことなく発揮。

レッドラインとハニカムグリルが象徴する血統の走りに、

気持ちはどこまでも高ぶっていく。

Photo　ボディカラー：ピュアホワイト（0Q）　オプション 装着車　写真は一部実際と異なる場合があります。
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想像力を刺激するフォルム。

熱い走りの余韻を残すクロームデュアルエキゾーストパイプ。

佇んでいるだけで、空気の流れさえ感じさせるリヤスポイラー。

サイドからリヤへ流れるボディ下端のラインが、低重心による安定した挙動と、

路面を確実に掴む卓越したサスペンション性能を予感させる。

スポーツドライビングを愛す人々の感性と、深くそして強く響き合う。

想像をかき立てるフォルムが、ドライバーをふたたび走りへ誘う。

Photo　ボディカラー：ピュアホワイト（0Q）　オプション装着車　写真は一部実際と異なる場合があります。



スポーツマインドが包み込む。

随所にレッドステッチを施すなど、

スポーツマインドあふれるインテリア。

“GTI”を象徴するアイデンティティのひとつである

タータンチェックのシートパターンは

よりシャープなデザインへと見直しが図られている。

固めのクッションとサイドに張り出したサポートが、

コーナーをタイトに攻略するドライバーの身体を確実に支え、

走りへの集中力を最大限にまで高めていく。
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M/T仕様

Photo：DSG®仕様  シート：チタンブラック（XE）　写真は一部実際と異なる場合があります。　※モニター画面はイメージです。



一体となって走るよろこび。

手にしっとりと馴染む上質な本革を使用するとともに、

レッドステッチが施されたステアリングホイールやシフトノブ。

繊細なスロットルワークを可能にするアルミ調アクセル&ブレーキペダル。

そして、ドライビングインフォメーションを的確に読み取れるよう、

シンプルにデザインされたメーター&ディスプレイ。

ドライバーの意思をより素早く正確に伝えることで、

クルマとの一体感を高めたコックピット。

11 12Photo：DSG®仕様  シート：チタンブラック（XE） 　写真は一部実際と異なる場合があります。　※モニター画面はイメージです。
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エネルギーを無駄なく、
効率的に利用するVolkswagenの
環境技術です。

BlueMotion Technology

スポーツドライビングにおけるPolo GTIの優位点は、

車体の軽さやエンジンパワーだけではありません。

「走る」「曲がる」「止まる」という基本性能を研ぎ澄ませ、

本格派スポーツモデルにふさわしいパフォーマンスを

実現するVolkswagenのテクノロジーが、

スペックを超えたドライビングダイナミクスをもたらします。

Volkswagen純正ナビゲーションシステム
“716SDCW”
スマートフォン感覚で使いこなせるタッチパネル・ディスプレイや、自然

な対話で目的地を設定できる音声認識機能「Intelligent VOICE＊1」

に対応したAVナビゲーションシステムです。ナビにはITSサービスに

対応した「ETC2.0対応車載器」を採用、VICSワイドと合わせて

リアルタイムの交通情報で効率的なルート検索を可能とします。無料

地図更新（3年間）により最新の道路情報取得も容易に行えます。

さらに、フルセグ地上デジタルTVチューナー＊2、iPod®/iPhone®＊3／

USBメモリー／音楽再生対応（MP3、WMA＊4、AAC）＊5、動画再生（MP4、WMV、H.264）＊6、Wi-Fi MiracastTM再生＊7や、スマートフォンアプリ

で機能を拡張できる「Smart Access 4Car＊1」にも対応。直感的な操作と多彩な機能で、楽しく快適なドライブを実現します。　　   ［オプション設定］

パドルシフト
ステアリングホイールから手を離すことなく、指先の

操作だけでシフトのアップ/ダウンが可能。ドライバー

の意思を即座に伝え、よりクルマとの一体感ある

走りを楽しむことができます。
※M/Tモデルには、非装備。

クルーズコントロール
アクセルペダルを踏み続けなくても、スイッチひとつ

で一定速度を維持。高速道路などで、ドライバーの

疲労を軽減します。

“Sport Select”
シャシー付スポーツパフォーマンスキット
センターコンソール上部のスイッチパネルにある

ボタンを押すたびに、ショックアブソーバーのダン

ピング特性を「スポーツ」「ノーマル」の2段階に切り

替えることができます。

大径ブレーキディスク
フロントブレーキには放熱効果に優れたベンチ

レーテッドディスクを採用。フロント：φ310 / リヤ：
φ230に大径化されたブレーキディスクが強力な

ストッピングパワーを生み出します。また鮮烈なレッド

カラーにペイントされたブレーキキャリパーがPolo 

GTIのスポーティな個性を強調します。

Volkswagen純正
インフォテイメントシステム
“Composition Media”
フォルクスワーゲン車専用に開発

された最新のオーディオシステムを

採用。多彩な機能で快適なドライ

ビングをサポートします。

Performance

Photo　ボディカラー：ピュアホワイト（0Q）　オプション装着車　写真は一部実際と異なる場合があります。

“Start/Stopシステム”

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。信号の多い街中

や渋滞時にクルマを停止させた際、ブレーキペダルを踏みつづけると自動的にエンジン

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、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。

“ブレーキエネルギー回生システム”

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。

コネクティビティ機能“App-Connect”
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Volkswagenが提供する
新たなコネクティビティ機能です。“App-Connect”は“MirrorLink™”＊8、“Apple CarPlay™”＊3、
“Android Auto™”＊9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。　　　　※716SDCWには非搭載となります。

1.8ℓ TSI®エンジン 7速DSG®トランスミッション
M/ TトランスミッションGolfのフラッグシップスポーツ“GTI”や“R”に採用されているEA888型エンジンをベースに開発。専用チューニングが施されると

ともに排気量を先代モデルの1.4ℓから1.8ℓへと拡大したこのエンジンの搭載により、192PS（先代比 +12PS）もの最高出力を

実現しました。また、DSG®仕様では250Nmを1,250～5,300rpm、M/T仕様では320Nmを1,450～4,200rpmという広い回転域

で発生。Polo GTIの軽量ボディと相まって、あらゆる速度域からダイナミックかつレスポンシブルな加速を発揮します。

乾式多板構造をもつデュアルクラッチシステムを採用

した7速トランスミッション。DSG®トランスミッションでは

シフトチェンジの際、片方のクラッチが離れた瞬間に

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＊というレーシングドライバーを

しのぐほどのシフトチェンジと切れ目のない滑らかな加速

を実現します。また、よりダイレクトな走りのフィーリング

が得られるマニュアルトランスミッションの選択も可能。

クルマを自分の手足のように操れる、一体感のある

スポーツドライビングを愉しむことができます。

＊：当社調べ。

7速DSG®

141kW（192PS）/ 5,400 - 6,200rpm

250Nm（25.5kgm）/ 1,250-5,300rpm

DAJ

直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ（4バルブ）

82.5 ×84.1mm

1,798cc

9.6

6速M/T

141kW（192PS）/ 4,300 - 6,200rpm

320Nm（32.6kgm）/ 1,450-4,200rpm

エンジン型式

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）

TECHNICAL DATA 

7速DSG®

6速M/T

専用スポーツサスペンション
通常モデルと比べ車高をF：10mm /R：15mm低く設定するとともに、特性を最適化したスポーツ

サスペンションがニュートラルなハンドリングと快適な乗り心地を高次元で両立。フロントアクスル

に装着した強力なアンチロールバーの効果とも相まって、思い描いた走行ラインを軽快なフット

ワークで駆け抜ける高いコーナリング性能を発揮します。

電子制御式ディファレンシャルロック“XDS”
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。Polo GTIはこの“XDS”の採用により、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。
写真は一部実際と異なる場合があります。  ※モニター画面はイメージです。

＊1：Intelligent VOICEおよびSmart Access 4Carはクラリオン株式会社の商標または登録商標です。 ＊2：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。 ＊3：Apple CarPlay™、iPod®、iPhone®は、米国および他の国 で々登録された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。 ＊4：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。 ＊5：DVD-R/CD-R/CD-RWやSDHCメモリーカードに記録された音楽ファイルの直接再生が可能です。 ＊6：USBメモリーやSDメモリーカードに記録された動画ファイルの再生
が可能です。 ＊7：Wi-Fiスマホリンクに対応したAndroid™スマートフォンのみ対応となります。＊8：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。＊9：Google、Google Play、Android™、Android Auto™は、Google Inc.の商標または登録商標です。 



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

マルチファンクションインジケーターの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。車速が65km/h未満
の場合やカーブ走行時、道路状況、天候状況によってはご使用になれない場合があります。

衝突の危険を最大限回避する機能を搭載するとともに、起こってしまった

事故の被害を最小限にとどめる、そのための備えがポストコリジョン

ブレーキシステムです。これは、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。自動でブレーキを掛けて車両を時速

10km以下になるまで減速＊させて、対向車線へのはみ出しによって起こる
多重事故の危険を低減させるシステムです。もちろんドライバーの操作で

ブレーキを解除することも可能です。
＊：車両は最大0.6Gの範囲内で減速されます。

ポストコリジョンブレーキシステム

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

合計6個のエアバッグを標準装備。運転席 /助手席の「フロントエア
バッグ」、前席の「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」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。

エアバッグ

Photo　ボディカラー：ピュアホワイト（0Q）　写真は一部実際と異なる場合があります。

走りの血統を主張するディテールが、

ドライバーの心を熱くする。

左右に走るレッドラインとハニカムグリルがGTI伝統の
個性を主張。

ハニカムフロントグリル
エアインレットを拡大したスポイラーが精悍なフロントマスクを演出。
ブラックのスプリッターが存在感を際立たせます。

フロントバンパー
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Equipment Safety

高い精度と剛性を実現したアルミホイール
を装備。5ツインスポークのシャープな
デザインが足元を引き締めます。

7J×17アルミホイール 大きな開口部をもつスライディング
ルーフが、室内に心地よい光と風、そして
開放感をもたらします。サンシェード、
UVカット機能付。［オプション］

電動パノラマ
スライディングルーフ

延長されたスポイラーが高速走行時
の空力効果を向上。後端のブラック
カラーがリヤビューに引き締まった
印象を与えます。

リヤスポイラー

ドアシル部を傷つきから守る金属製プレート
にはGTIロゴをデザイン。コックピットに乗り
込むあなたの気持ちを高ぶらせます。

専用ドアシルプレート

ダークレッドのランプがPolo GTIのリヤビューを精悍に演出。颯爽
と走り去る姿が、見るものに鮮烈な印象を残します。

ダークテールランプ

ボディ下面の整流効果を高めるディフューザーを採用。左右には
ブラックのスプリッターを装着しています。

リヤバンパー

ボディ左側に配置された2本出しのエキゾーストパイプ。美しい
クロームの輝きと迫力のルックスが、違いを印象づけます。

クロームデュアルエキゾーストパイプ

15

フルLEDのヘッドライトを採用。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次世代ヘッドライトです。 
LEDヘッドライト

LEDポジションランプ LEDヘッドライト（ロービーム） LEDヘッドライト（ハイビーム）

Volkswagen オールイン・セーフティ

「安全性能は、すべてに優先する」。Volkswagenがいつの時代にも掲げている

このテーマを支えるのが、総合安全制御のコンセプト Volkswagen オールイン・セーフティです。 

なによりも事故を起こさないための「予防安全」。万が一の事故のダメージを軽減する「衝突安全」。

そして、事故が起きた後の被害を抑える「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展開しています。その安全思想は、

もちろんPolo GTIに採用され、ドライバー疲労検知システム“Fatigue Detection System”を始め、

ポストコリジョンブレーキシステムなど、最先端の安全技術を標準装備しています。

※これらのシステムは追突や事故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。
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。

Volkswagen オールイン・セーフティ ： Polo GTIの場合

機能装備 守る対象 機能ステージ

二次被害防止
Damage Prevention

衝突安全
Passive Safety

予防安全
Active Safety

6エアバッグ／高剛性ボディ／むち打ち軽減ヘッドレスト
全席3点式シートベルト／フォースリミッター付シートベルトテンショナー

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

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）-
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

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

衝突感知自動ロック解除機能

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

衝突被害
軽減

事故後の
安全確保

事故後の
安全確保

運転手・同乗者・
周囲の車

運転手・同乗者・
周囲の車

運転手・同乗者

運転手・同乗者

注意喚起

危険回避

危険回避

運転手・同乗者

運転手・同乗者

同乗者
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Color Combinations

写真は一部実際と異なる場合があります。ボディカラーはDSG®／M/T仕様共通です。※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。

チタンブラック（XE）

Seat Body Color リフレックスシルバーメタリック（8E）ディープブラックパールエフェクト（2T）ピュアホワイト（0Q） フラッシュレッド（D8）

チタンブラック/アルカンターラ＆レザレット（BY）

チタンブラック（XE） チタンブラック/アルカンターラ＆レザレット（BY）

フラッシュレッド（D8）

Flash RedPure White
ピュアホワイト（0Q）

リフレックスシルバーメタリック（8E）

Reflex Silver Metallic
ディープブラックパールエフェクト（2T）

Deep Black Pearl Effect

Equipment List / Specifications

四面図（mm）

主要諸元表
車両型式

寸法／重量

乗車定員

性能

エンジン

諸装置

全長：3,995mm／全幅：1,685mm／全高：1,445mm＊15

ホイールベース：2,470mm／トレッド前/後：1,440/1,435mm／最低地上高（空車時）：115mm／車両重量：1,240kg＊16

4ドア 6速M/T 右ハンドル4ドア 7速DSG® 右ハンドル

ABA-6RDAJ

5名

環境仕様

排出ガス

二酸化炭素（CO2）排出量

騒音

エアコン冷媒

135g/km（JC08モード走行 燃費値換算） 146g/km（JC08モード走行 燃費値換算）

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

近接排気騒音：81dB／定常走行騒音：68dB／加速走行騒音：74dB 近接排気騒音：80dB／定常走行騒音：69dB／加速走行騒音：73dB

種類：R134a／使用量：500±15g／GWP値：1,430／環境影響度目標値：150／目標年度2023年

最小回転半径：4.9m

燃料消費率（国土交通省審査値）　　　　　　：17.2km/ℓ

主要燃費向上対策：DSG®／筒内直接噴射
電動パワーステアリング／アイドリングストップ装置／充電制御

主要燃費向上対策：筒内直接噴射
電動パワーステアリング／アイドリングストップ装置／充電制御

型式：DAJ／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×行程：82.5×84.1mm／総排気量：1,798cc

圧縮比：9.6／最高出力（ネット値）：141kW（192PS）/5,400‐6,200rpm
最大トルク（ネット値）：250Nm（25.5kgm）/1,250‐5,300rpm

圧縮比：9.6／最高出力（ネット値）：141kW（192PS）/4,300‐6,200rpm
最大トルク（ネット値）：320Nm（32.6kgm）/1,450‐4,200rpm

燃料供給装置：電子制御式／燃料タンク容量：45ℓ／使用燃料：無鉛プレミアム

クラッチ：ダイヤフラム式/ダイヤフラム式／
トランスミッション（変速装置の形式及び変速段数）：自動7段（前進）1段（後退）

クラッチ：乾式単板ダイヤフラム式
トランスミッション（変速装置の形式及び変速段数）：6段（前進）1段（後退）

変速比：第1速3.500/第2速2.086/第3速1.342/第4速0.940/
第5速0.973/第6速0.780/第7速0.653/後退3.722
最終減速比：1‐4速：4.800/5‐7速：3.428/後退：4.500

変速比：第1速3.769/第2速2.086/第3速1.468/第4速1.150/
第5速1.166/第6速0.975/後退3.989

最終減速比：1‐4速：3.238/5‐6速、後退：2.615

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：トレーリングアーム

フロントブレーキ：ベンチレーテッドディスク／リヤブレーキ：ディスク／タイヤサイズ：215/40R17

燃料消費率（国土交通省審査値）　　　　　　：15.9km/ℓ

▲1：716SDCWパッケージ〈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"）、MEDIA-IN（iPod®およびUSBデバイス接続装置）、オーディオ外部入力端子、
　　メーター照度調整機能と同時装着はできません。オーディオ入力にはVTRケーブルを使用します。電動パノラマスライディングルーフとアルカンターラパッケージとの同時装着はできません。〉
▲2：電動パノラマスライディングルーフ〈716SDCWパッケージとセットオプション。 アルカンターラパッケージは同時装着はできません。〉
▲3：アルカンターラパッケージ〈716SDCWパッケージとセットオプション。 電動パノラマスライディングルーフは同時装着はできません。〉

※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メモリーカードなどに記録された音楽ファイルの直接再生が可能です。 
＊3：Bluetooth®は米国で登録されたBluetooth SIG,Inc.の商標です。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メモリーカードに記録された音楽ファイルの直接再生が可能です。 ＊5：USBメモリーやSDメモリーカードに記録された動画ファイルの再生が可能です。 ＊6：Wi-Fi
スマホリンクに対応したAndroid™スマートフォンのみ対応となります。 ＊7：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。 ＊8：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。 ＊9：Google、Google Play、Android™、は、
Google Inc.の商標または登録商標です。 ＊10：Intelligent VOICEおよびSmart Access 4Carは、クラリオン株式会社の商標です。 ＊11：「NaviCon」は株式会社デンソーの登録商標です。 ＊12：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（Dockコネクター）は付属品ではありません。 ＊13：716SDCWパッケージをオプション装着した場合には装備されません。 ＊14：レザレットは
人工皮革です。 ＊15：716SDCWパッケージをオプション装着した場合は1,455mmとなります。 ＊16：電動パノラマスライディングルーフをオプション装着した場合は1,260kgとなります。 ＊17：ISOの定めた
トランク容量測定方法。容量1ℓ（200mm×100mm×50mm）のテストボックスにて測定。（ドイツにおける公表値）　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。

6速M/T7速DSG®

［　］は716SDCWパッケージ装着車　（　）は電動パノラマスライディングルーフパッケージ装着車

●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、安全対策及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及びイラストは、細部で日本仕様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
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ラゲージスペースの容量はISO測定法＊17による。（　）内は後席を倒した場合。

204（882）ℓラゲージスペース

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）-
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／エマージェンシーストップシグナル
ドライバー疲労検知システム"Fatigue Detection System"
ポストコリジョンブレーキシステム／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）／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）
衝突感知自動ロック解除機能／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）
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、LEDポジションランプ付）／ヘッドライトウォッシャー
スタティックコーナリングライト／オートライト／フォグランプ（フロント/リヤ）／オールティンテッドガラス（UVカット機能付）
電動格納式リモコンドアミラー（ヒーター付）／レインセンサー／自動防眩ルームミラー

フルオートエアコンディショナー／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）
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、Bluetooth®＊3オーディオ/ハンズフリーフォン）

ETC2.0対応車載器／VTRケーブル/ iPod®＊8/ iPhone®＊8/USBデバイス接続装置＊12

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"）＊13

MEDIA-IN（iPod®＊8およびUSBデバイス接続装置）＊13／オーディオ外部入力端子＊13／6スピーカー
Start/Stopシステム／ブレーキエネルギー回生システム／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
ヒルホルダー機能／リモコンドアロック付折畳み式メインキー／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）／12V電源ソケット（前席）
カミングホーム&リービングホーム／リヤビューカメラ"Rear Assist"／クルーズコントロール
ティプトロニック／パドルシフト

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）／ラゲージルームランプ
照明付メイクアップミラー（運転席/助手席）／カップホルダー（前席、後席）／センターアームレスト（前席）
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、メニュー機能）
GTI専用メータークラスター／メーター照度調整機能＊13／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
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、サイドスカート〈ブラック〉）
デュアルエキゾーストパイプ

電動パノラマスライディングルーフ（UVカット機能付）
GTI専用ファブリックシ－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）
分割可倒式シート（後席）／レザーハンドブレーキグリップ（レッドステッチ）

GTI専用シフトノブ／GTI専用ドアシルプレート
アルカンターラ＆レザレット＊14シート／スポーツシート（運転席/助手席）／シートヒーター（運転席/助手席）
GTI専用レザー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）
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）／シートアンダートレー（運転席/助手席）／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）／トノカバー
電子制御式ディファレンシャルロック"XDS"／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
“Sport Select”シャシー付スポーツパフォーマンスキット／215/40R17タイヤ／7J×17アルミホイール（5ツインスポーク）

Volkswagen Professional Care／テンポラリースペアタイヤ

Volkswagen純正ナビゲーションシステム"716SDCW"（VICS ワイド対応、CDダイレクト録音、CD/DVDプレーヤー、
MP3/WMA＊1/AAC再生＊4、MP4/WMV動画再生＊5、Wi-Fi Miracast™＊6（Wi-Fiスマホリンク）再生、AM/FM、
ワイドFM対応、地デジTV受信＊7、iPod®＊8接続対応、Bluetooth®＊3オーディオ/ハンズフリーフォン、スマホ接続対応
iPhone®＊8/Android™＊9、Intelligent VOICE＊10、Smart Access 4Car＊10、NaviCon＊11対応、フリックオペレーション）

アクティブセーフティ
（能動的安全性）

パッシブセーフティ
（受動的安全性）

オーディオ／
ナビゲーション

盗難防止装置

視界

空調

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

▲1

▲2

▲3

▲1

▲1

▲2

▲3

▲1

6速M/T7速DSG®主要装備表

●：標準装備　▲：オプション



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

※Volkswagen CC、Touareg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

定期的なメンテナンスをサポートするプログラム

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

19 20

オーナーが手にできる特別な一枚。入会金・年会費は無料です。

Volkswagen Owner's Pass

－ 愛車がもっと愛おしくなる －
この「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カードです。エマージェンシーアシスタンスサービスを始め、

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。

※一部の販売店は、「フォルクスワーゲン オーナーズパス」に対応しておりません。

貯まったポイントで素敵なプレゼント
ポイントは、オリジナルグッズとの交換や、プレゼントキャン

ペーンへのエントリーなど、さまざまな特典にご利用いた

だけます。

オーナー様限定の特典情報をお届け
オーナー様限定のキャンペーン、イベント案内をいち早く

お届け。お車のメンテナンスのご案内や、お得なサービス、

アクセサリー、グッズの情報などを配信します。

お客様専用マイページ
お客様専用の“マイページ”を通して、フォルクスワーゲン

に乗っていてよかった、と思えるサービス、キャンペーン、

ここでしか読めないWEBマガジン、メンバー限定のプレ
ゼントなど、さまざまなコンテンツをお届けします。愛車

の整備記録もご覧いただけます。

（スマートフォンからも簡単アクセス）

さらに詳しい情報は

一般保証を1年間または
2年間延長できるプログラム。万全のサポート体制で安心
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さらに詳しい情報は

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。

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。

フォルクスワーゲンの今に触れられる、公式ページをフォローしてください。

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。

新車情報、その走りなど最新動画を配信しています。

詳細は フォルクスワーゲン サイトトップ 購入サポート 詳細は フォルクスワーゲン サイトトップ 購入サポート

Facebookディーラー検索

Google+

Twitter

YouTube

様々な写真を紹介しています。

instagram

　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（地図 /フリーワード）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。

※スマートフォンは360°ビュー等に対応しておりません。

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。

残価設定型ローン
「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

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。
フロントガラスやタイヤ、ボディへのらくがき被害を補償する
「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。

残価設定型ローン「ソリューションズ」は、あらかじめ設定した
据置価格（最終回のお支払い額）と同額で、あなたのお車を買取ることをお約束します。
お車をご返却すれば最終回のお支払いは不要です。
車両の状態が事前に定められた規定外であった場合は、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。
詳しくはディーラーにご確認ください。

あんしんの買取保証付き

フォルクスワーゲン自動車保険プラス

“あんしん感”と“お支払いの手軽さを両立”する、フォルクスワーゲンならではのご購入プランをご用意しています。



フォルクスワーゲンは、適切に管理された森林の木材から作られる
FSC®認証紙や、環境にやさしい植物油インキを使用することで、
資源の有効利用など環境保護に取り組んでいます。
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