
 up!



小さいけど、  しっかりフォルクスワーゲン。 堅実だけど、楽しい。

伝統的だけど、先進的。

親しみやすいけど、高品質。

シンプルだけど、こだわりがある。

細部まで丁寧に作りこみ、

長く愛され続ける機能美を追求する。

そんなフォルクスワーゲンの

クルマ作りにかける想いは、

この小さなup!にも確かに息づいています。

小さいけど、しっかりフォルクスワーゲン。

この魅力、あなたならきっと分かるはず。

up!
Photo：high up!  ボディカラー：ハニーイエローメタリック（G8）　写真は一部実際と異なる場合があります。

up!の紹介はこちら。
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Photo：high up!  ボディカラー：ハニーイエローメタリック（G8）　写真は一部実際と異なる場合があります。

小さな up!となら

どこにでも楽しく

気持ちよく行ける。
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up!はクルリと小回りが利くコンパクトサイズ。

狭い路地も曲がりくねった道も

スムーズに走り抜けることができます。 Golf

3,610mm

2,420mm

1,650mm

1,495mm

車両感覚がつかみやすい。
up!の全長は3,610mm。Golfの4,265mmと比べると655mmもコンパクト。またフロント・リヤのオーバー

ハングが短く、四隅にタイヤを配置。車両感覚がつかみやすいため、街中の狭い道もスイスイ走れます。

小回りが利くから運転ラクラク。
up!はフロントオーバーハングが短いので、コンパクトに曲がることができます。
街中の路地や駐車場の出し入れも安心です。

見かけによらず室内広々。
全幅は1,650mmで、Golfの1,800mmと比べても左右それぞれ75mmの

差です。up!は小さくみえますが、室内は想像以上の広さを確保しています。

後席もゆったり座れます。
全高は1,495mmで、Golfの1,480mmと

ほぼ同じです。ホイールベースも2,420mm

を確保。頭上も足元も充分なゆとりを感じら

れ、大人4人が快適に座ることができます。

フロントオーバーハング リヤオーバーハング
Golfとの差はわずか75mm

P5.Photo：move up!  ボディカラー：ティールブルー（B2）　P6.Photo：high up!  ボディカラー：ティールブルー（B2）　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一部異なります。

4.6m
最小回転半径

小さいから運転しやすい

Body Size
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  エマージェンシー
  ストップシグナル

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一部異なります。

低速度域での衝突回避、衝突被害軽減をサポート。
シティエマージェンシーブレーキ（低速域追突回避・軽減ブレーキ）

シティエマージェンシーブレーキ＊3をすべてのグレードに標準装備。時速30km未満＊3での走行中、フロントウインドー

上部に内蔵されたレーザーセンサーが前方の車両や障害物＊3を検知、ドライバーが回避操作を行わない場合に

自動的にブレーキを作動させます。街中での移動や渋滞中の低速走行時に起こりやすい追突事故などの危険を

回避、あるいは衝突の衝撃を軽減し、安心で快適なドライブをサポートします。

＊3：シティエマージェンシーブレーキは低速走行時の追突の危険回避または被害軽減を目的としたシステムであり、
追突などを自動回避するものではありません。制御には限界があり、道路状況や天候などによっては作動しない場合
がありますのでシステムを過信することなく、お客様ご自身でつねに安全運転を心がけてください。また本システムは
時速約5～30㎞未満の車速範囲で車両から約10m前方までの交通状況を検知しますが、歩行者や小型の障害
物などは検知しません。そのほか詳細については、お近くの正規ディーラーまでお問い合わせください。

レーザーセンサー

Volkswagen 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up!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。

  4エアバッグ

  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）

  パークディスタンスコントロール＊1

  （リヤ）

すべての人の安心のために

確かな安全技術を数多く搭載しています。

予防安全

事故を
起こさせない

衝突安全

万が一の事故の
ダメージを軽減する

二次被害防止

事故が起きた後の
被害を抑える

小さいけど高い安全性

Safety

・ オプティカルパーキングシステム＊2

・ 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

  シティエマージェンシーブレーキ 
  （低速域追突回避・軽減ブレーキ）

  ESC
  （エレクトロニック・スタビリティ・コントロール）

・ 高剛性ボディ
・ 全席3点式シートベルト
・ 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）

  スタティックコーナリングライト＊1

＊1：high up!に標準装備。＊2：high up!にオプション設定。

7  8



シートベルトテンショナー

フォースリミッター

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一部異なります。※モニター画面はイメージです。

小さいけど高い安全性

Safety

車両の向きを修正し横滑りを防止。
ESC（エレクトロニック・スタビリティ・コントロール）

例えばカーブを曲がった先に大きな木の枝などが落ちていた場合や、雨の日の

滑りやすい路面状況で、急ハンドルなど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。横滑り

を防ぎ、走行安定性を高めます。

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

高速走行時＊2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。
＊2：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。

万が一の衝突時、衝撃を和らげる。
4エアバッグ

運転席と助手席にフロントエアバッグを、そして前席左右には頭部保護

機能付サイドエアバッグを標準装備。合計4個のエアバッグが、万が一

の衝突の際に高い乗員保護性能を発揮します。

事故の瞬間、身体をしっかりと支える。
フォースリミッター付シートベルトテンショナー

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、衝撃から

の乗員保護性能を高めます。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。

高い安全性と安定した走りをもたらす。
高剛性ボディ

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。衝突時に高い乗員保護性能を発揮するとともに、優れた走行安定

性と静粛性を実現しました。小さなup!であっても、フォルクスワーゲンの
安全に対する思想は変わらず受け継がれています。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（リヤ）

センサーにより障害物などを検知し、警告音で知らせるシステムです。
high up!に標準装備

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
センサーにより障害物などを検知してディスプレイ＊1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。
high up!にオプション設定
＊1：ディスプレイにはリヤのみが表示されます。

歩行者の安全も守る。
スタティックコーナリングライト

フォグランプ（フロント）に内蔵され、低速でカーブを曲がる時に、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。　high up!に標準装備
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NAVI MUSIC次の信号を左です

あなたのスマートフォンが

ドライブを快適にします。

Volkswagen純正インフォテイメントシステム“Composition Phone”
あなたのスマートフォンが、up!専用のインフォテイメントシステムとつながります。専用アプリケーション
“Volkswagen maps+more”を使用すれば、スマートフォン画面上でナビ機能を使ったり、音楽を
楽しんだり、ドライビングをもっと便利に楽しくする機能を手軽に簡単に使いこなすことができます。

Composition Phone本体には5インチカラーディスプレーを搭載。SDカードに保存された

MP3/WMA＊1再生＊2やAM/FMラジオ、Bluetooth®＊3オーディオ/ハンズフリーフォンにも対応しています。

move up!（4ドア）、high up!にオプション設定

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一部異なります。

スマートフォンの音楽をそのまま再生。
いつものスマートフォンの音楽を、
up!のオーディオシステムで楽しむことができます。

あなたのスマートフォンがナビに。
ナビの地図情報は自動でアップデート。
新しいお店や駐車場など最新の情報が得られます。

ナビメニュー
トップ画面には駐車場、コンビニエンスストア

検索バナーを表示。ルート検索＊6、履歴検索

も簡単に行えます。
＊6：ルート案内機能を使用するには、有料会員への登録が必
要です。（初年度無料）

ラジオ/オーディオ
スマートフォン画面からの操作で曲の選択や

AM/FMラジオの切り替えなども行えます。

小さいけど便利なシステム

Infotainment System

スマートフォンにVolkswagen maps+moreアプリを
ダウンロードします。アプリをダウンロード

スマートフォンと
Composition Phoneをペアリングします。Bluetooth®＊3接続

ダッシュボード上のホルダーにセットすれば準備完了。
USB接続による充電も行えます。ホルダーにセット

ご利用の手順

Volkswagen maps+moreアプリ
ナビゲーションマップや車の走行データなど
をスマートフォンに表示できるアプリです。
Android™＊4携帯端末はGoogle Play™＊4、
iPhone®＊5はApp Storeから入手頂けます。

※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。
※メディアの録音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：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：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：Google、Google Play™、Android™、
Android Auto™は、Google Inc.の商標または登録商標です。＊5：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。
※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。

Photo：high up! 

走行データ
瞬間/平均燃費をはじめ、走行距離、平均速度、運転

時間、走行可能距離を表示します。

ライブデータ（メーターディスプレイ）
エンジン回転数を表示するタコメーターと、冷却水の

温度を表示する冷却水温計を見ることができます。

Think Blue. トレーナー
燃費のよい運転をすると高スコアを記録します。高スコ

ア目指してエコドライブを楽しんでください。

アシスタンス＆カスタマーセンター
エマージェンシーアシスタンスまたはフォルクスワーゲン

カスタマーセンターにフリーダイヤルで連絡できます。

※Volkswagen maps+moreアプリには一部有料機能がありますが、1年間は無償でご利用いただけます。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。詳細については、お近くの正規ディーラーまでお問い合わせください。※Volkswagen maps+moreアプリ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、交通規則、道路交通法、自動車に関係する法律、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。
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up!のボディカラーは全6色。

あなたの個性にぴったりの一台を

お選びください。

写真は一部実際と異なる場合があります。※本カタログに掲載されたボディカラーは予告なく変更することがございますのでご了承ください。※車両生産終了につき、店頭在庫限りとなります。詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。

※high up!のみとなります。

小さいけど個性色々

Body Colors

Candy White
キャンディホワイト（B4）

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）

Honey Yellow Metallic
ハニーイエローメタリック（G8）

Teal Blue
ティールブルー（B2）

Tornado Red
トルネードレッド（G2）
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あなたの思いに

ダイレクトに応える

キビキビとした爽快な走り。
Photo：high up!  ボディカラー：トルネードレッド（G2）　写真は一部実際と異なる場合があります。 15  16



01 1.0ℓ MPIエンジン
up!に搭載されるMPIエンジンは、アルミ合金を使用するとともに、構造の
最適化によりエンジン内部のパーツを減らすことで小型化と軽量化に成功。

優れた燃費性能と高い静粛性を実現しています。最高出力55kW（75PS）

／最大トルク95Nm（9.7kgm）という高いパフォーマンスが軽快な走りを

もたらします。

02 5速ASG＊トランスミッション
ASGは、MT車が主流のヨーロッパで多く採用されている、マニュアルギヤ

ボックスをベースにしたシンプルな構造のシングルクラッチ式ATです。わずか

30kg以下の重量により、クルマ全体の軽量化にも大きく貢献。燃費の向

上にも効果を発揮します。変速方式は、マニュアルモードとドライブモードの

2つから選択できます。

＊：ASG（Automatisiertes Schaltgetriebe）＝ドイツ語でオートメーテッド マニュアル トランスミッション。

複雑な操作不要で、
運転する楽しみが広がります。
クラッチペダルはありませんので、MT車のような複雑な操作は

不要。アクセルとシフト操作でダイレクトなシフトフィールを実感

できます。MT車の運転経験がなくても少しコツをつかむだけで、

クルマを走らせる楽しみが広がります。

マニュアルモードなら、クルマを操る
楽しさを手軽に味わえます。
マニュアルモードでは、ドライバー自らがシフトチェンジを行います。
スピードに応じてギヤを選択し加速・減速をコントロール。AT車
に比べ、よりクルマを操縦する楽しさを体感できます。

03 ヒルホルダー機能
上り坂での停車時にブレーキペダルから足を離しても自

動的にブレーキをかけ、発進時にクルマが下がらないよう

支援します。
※ブレーキペダルを離してすぐに発進しないと、車両が後方に下がることがあり
ます。また、ドアを開けた時やエンジン停止時、シフトレバーが“N”位置にある
場合は作動しません。その他詳細については、お近くの正規ディーラーまでお問い
合わせください。

04 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。

high up!に標準装備

up!なら

ワクワクする走りを

楽しめます。

小さいけど本格的な走り

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

写真は一部実際と異なる場合があります。機構説明用につき実際のものとは一部異なります。

02

01

03

04

  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。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

のエンジンの負荷を低減し、無駄な燃料消費を抑えます。

クルマが下がらずに
スムーズに発進できます。

スピードを緩めたり、
ブレーキをかけた時の
減速エネルギーを
電力に変える。

信号で停まると
エンジンも止めて、
燃費を抑える。
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乗り込む瞬間からワクワクする。

シンプルで使いやすく

遊び心のあるインテリア。
Photo：high up!  ダッシュパッド：ピクセルハニーイエロー　シート：アンスラサイト/ハニーイエロー/セラミック　 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。※モニター画面はイメージです。 19  20



ラゲージルーム
ラゲージルームは通常で容量約

251ℓ＊を確保し、フロア高を2段階

調整できるバリアブルカーゴフロア

を採用しています。後席を倒せば、

最大で約959ℓ＊もの奥行きのある

スペースが出現。背もたれは60：40

に分割して倒すことができ、乗車

人数や荷物の形状に合わせてさま

ざまなアレンジが可能です。
＊：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。

Photo：high up!  シート：アンスラサイト/ハニーイエロー/セラミック　写真は一部実際と異なる場合があります。

写真は一部実際と異なる場合があります。

小さいけど過ごしやすい

Comfort

みんながゆったりと座れる

up!の室内空間。

ラゲージルームも

充分なゆとりを備えています。

01 フルオートエアコンディショナー（アレルゲン除去機能付）
温度を自動で調整。快適な室内環境を保ちます。また、ポリフェノールをコーティングしたアレルゲンフィルター採用

により、アレルゲン除去機能を付加しています。　high up!にオプション設定

02 エアコンディショナー（フレッシュエアフィルター付）
扱いやすいダイヤル式でお好みの温度と風量を簡単に調整できます。また、二重構造の高性能フィルターが

花粉や細菌、ホコリ・チリなどを効率よく除去します。

03 シートヒーター（運転席/助手席）
運転席、助手席に内蔵されたヒーターで座面を温め、寒い日にも快適なドライブが楽しめます。　high up!に標準装備

02 0301

最大約959ℓ＊の大容量に。

高さのある荷物も積み込めます。通常時の容量は約251ℓ＊。

工具など普段使わないものの収納に便利です。

フ
ロ
ア
を
下
げ
て

背もたれを倒すとフロアの下にも

※小物は撮影用。また写真は機構説明用のため、実際の仕様と異なる場合があります。
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写真は一部実際と異なる場合があります。

小さいけど機能満載

Equipment

01 ハロゲンヘッドライト（ハイトコントロール機能、LEDポジションランプ付）
内部まで美しく精密に作り込まれたデザインや、LEDポジションランプが精悍な個性を主張します。

車体の傾きに合わせ上下の光軸を調整できるハイトコントロール機能付。

02 フォグランプ（フロント/リヤ）
濃霧や雨などによる悪天候時の視界確保と、後続車への注意喚起に役立ちます。
high up!に標準装備、move up!はリヤのみ標準装備

03 レザーステアリングホイール
握った際もしっとりと手になじむ、質感の高いレザーステアリングホイールを採用。  high up!に標準装備

04 Volkswagen純正インフォテイメントシステム“Composition”
AM/FMラジオやCDプレイヤーに加え、SDカードに保存されたMP3/WMA＊1再生＊2が可能です。
※メディアやディスクの録音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：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メモリーカードに

記録された音楽ファイルの直接再生が可能です。

05 インテリアアンビエントライト
ダッシュパッド下にやわらかな光が点灯。洗練された空間をより上質に演出します。   high up!に標準装備

06 オートライト／レインセンサー
フロントウインドー上部のセンサーで、車外の明るさや雨を感知。オートを選択することで、自動でヘッドライトを制御

し、ワイパーの作動間隔を調整します。

07 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。　high up!に標準装備

08 タイヤ空気圧警告灯
空気圧に異常がある場合は即座に通知。常に適切な空気圧を保つことで、事故の予防や燃費の向上にも貢献します。

09 シートベルト警告装置（全席）
全席のシートベルト着用の有無を知らせるシートベルト警告装置を装備しています。

03 05

06

04

07 08 09

01

02

Photo：high up! 

Photo：high up! Photo：high up!　オプション装着車。

後席シートベルト警告装置

運転席 /助手席シートベルト警告装置

Photo：high up!

多彩な機能・装備が

快適なドライビングを

サポートします。
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後ろ姿も印象的。

魅力の詰まった

個性的なスタイル。
Photo：high up!  ボディカラー：ティールブルー（B2）　写真は一部実際と異なる場合があります。 25  26



個性的でスタイリッシュなダッシュパッドやシートに

足元を引き締める15インチアルミホイール。

クルーズコントロールやパークディスタンスコントロールなど便利な機能も標準装備。

軽快で心地よいドライブを楽しめる、充実の装備が魅力的なup!です。

high up!

ダッシュパッド：ピクセルニュートラル／ダッシュボード：ブラック　※ダッシュボードは、ボディカラー：タングステンシルバーメタリックがブラック。その他のボディカラーはブラック/グレーとなります。

ダッシュパッド：ピクセルハニーイエロー／ダッシュボード：ブラック ダッシュパッド：ピクセルレッド／ダッシュボード：ブラック/グレー

アンスラサイト/クオーツ/セラミック

アンスラサイト/セラミック/レッドアンスラサイト/ハニーイエロー/セラミック

アンスラサイト/クオーツ/セラミック

アンスラサイト/ハニーイエロー/セラミック

アンスラサイト/セラミック/レッド

ピクセルニュートラル

ピクセルハニーイエロー

ピクセルレッド

high up!（4ドア）

ティールブルー（B2）
キャンディ
ホワイト（B4）

タングステンシルバー
メタリック（K5）

ハニーイエロー
メタリック（G8）

ディープブラック
パールエフェクト（2T） トルネードレッド（G2）Seats Dashpads Body Colors

Teal Blue
ティールブルー（B2）

Candy White
キャンディホワイト（B4）

Tungsten Silver Metallic
タングステンシルバーメタリック（K5）

Honey Yellow Metallic 
ハニーイエローメタリック（G8）

Deep Black Pearl Effect
ディープブラックパールエフェクト（2T）

Tornado Red
トルネードレッド（G2）

Lineup & Color Combinations 

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。

15インチアルミホイール

燃料消費率（国土交通省審査値）

22.0km/ℓ

ボディカラー：キャンディホワイト（B4）

写真は一部実際と異なる場合があります。※本カタログに掲載されたボディカラー及びインテリアカラーは予告なく変更することがございますのでご了承ください。※車両生産終了につき、店頭在庫限りとなります。詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。

Photo：オプション装着車
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写真は一部実際と異なる場合があります。※本カタログに掲載されたボディカラーは予告なく変更することがございますのでご了承ください。※車両生産終了につき、店頭在庫限りとなります。詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。

シティエマージェンシーブレーキを標準装備。

高い走行安定性で街中でも長距離ドライブでも楽しむことができる1台です。

サイドウインドー後端をキックアップさせ、

軽快さを強調した2ドアもご用意。ひと味違った個性を主張します。

move up! （4ドア/2ドア）

ブラックキューブ

ティールブルー（B2）
キャンディ
ホワイト（B4）

ハニーイエロー
メタリック（G8）

ディープブラック
パールエフェクト（2T） トルネードレッド（G2）Seats Dashpads Body Colors

ダークグレー/ブルー

ダークグレー/セラミック

ダークグレー/ブルー

ダークグレー/セラミック

move up!（4ドア）

move up!（2ドア）

ダッシュパッド：ブラックキューブ／ダッシュボード：ブラック　※ダッシュボードは、ボディカラー：ハニーイエローメタリック、ディープブラックパールエフェクトがブラック。その他のボディカラーはブラック/グレーとなります。

ダークグレー/ブルー ダークグレー/セラミック

Teal Blue
ティールブルー（B2）

Teal Blue
ティールブルー（B2）

Candy White
キャンディホワイト（B4）

Honey Yellow Metallic 
ハニーイエローメタリック（G8）

Deep Black Pearl Effect
ディープブラックパールエフェクト（2T）

Tornado Red
トルネードレッド（G2）

Candy White
キャンディホワイト（B4）

Honey Yellow Metallic 
ハニーイエローメタリック（G8）

Deep Black Pearl Effect
ディープブラックパールエフェクト（2T）

Tornado Red
トルネードレッド（G2）

Lineup & Color Combinations 

14インチスチールホイール
（フルホイールキャップ付）

左／ボディカラー：トルネードレッド（G2）　右／ボディカラー：ティールブルー（B2）

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。

燃料消費率（国土交通省審査値）

22.0km/ℓ
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主要装備表

スタティックコーナリングライト／パークディスタンスコントロール（リヤ）

オプティカルパーキングシステム

シティエマージェンシーブレーキ（低速域追突回避・軽減ブレーキ）＊1／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）／頭部保護機能付サイドエアバッグ（運転席/助手席）

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（運転席/助手席）／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

イモビライザー

ハロゲンヘッドライト（ハイトコントロール機能、LEDポジションランプ付）／オートライト

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）

レインセンサー／電動リモコンドアミラー（ヒーター付）

エアコンディショナー

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フィルター）

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 Phone"（5インチ カラーディスプレー、MP3/WMA＊3再生＊4、AM/FMラジオ、SDカード、Bluetooth®＊5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"Composition"（3.1インチ ディスプレー、CDプレーヤー、MP3/WMA＊3再生＊6、AM/FMラジオ、SDカード）

スマートフォンホルダー／iPod®＊7/iPhone®＊7/USBデバイス接続装置

オーディオ外部入力端子

2スピーカー

6スピーカー

ヒルホルダー機能／BlueMotion Technology（Start/Stopシステム、ブレーキエネルギー回生システム）

パワーウインドー（前席）／カミングホーム&リービングホーム

チルトステアリング／電動パワーステアリング

クルーズコントロール

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）

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）

シートベルト警告装置（全席）／タイヤ空気圧警告灯

クロームパッケージ（フロントグリルルーバー/リヤゲート）

高さ調整式シート（運転席）／分割可倒式シート（後席）

イージーエントリー機能

シートヒーター（運転席/助手席）

レザーステアリングホイール／レザーハンドブレーキグリップ

トノカバー

175/65R14タイヤ／5Jx14スチールホイール（フルホイールキャップ付）

185/55R15タイヤ／5.5Jx15アルミホイール（6ツインスポーク）

タイヤ応急修理キット／Volkswagen Professional Care

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

●：標準装備　▲：オプション

▲1

▲1

＊2

＊2

＊2＊2

move up!
2ドア

move up!
4ドア high up!

▲1

▲1▲1

▲1▲1

Equipment List Specifications
四面図（mm）

2ドア
move up!

〈　〉はhigh up!

4ドア
move up!
high up!

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

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

名

m

km/ℓ

mm

cc

kW（PS）/rpm

Nm（kgm）/rpm

ℓ

DBA‐AACHY

3,610

1,650

1,495

2,420

　

145

　

4

4.6

22.0

アイドリングストップ装置／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／ASG＊8

CHY

直列3気筒DOHC（4バルブ）

74.5×76.4

999

10.5

55（75）/6,200

95（9.7）/3,000‐4,300

35

無鉛プレミアム

自動5段（前進）1段（後退）

第1速3.642/第2速2.142/第3速1.361/第4速0.959/第5速0.796/後退3.615

4.166

マクファーソンストラット（スタビライザー付）

トレーリングアーム

ベンチレーテッドディスク

ドラム

1,430/1,425 1,415/1,410

185/55R15

2ドア 5速ASG＊8 右ハンドル

930

175/65R14

4ドア 5速ASG＊8 右ハンドル

950

車両型式

寸法／重量

乗車定員

性能

エンジン

諸装置

環境仕様

106g/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）：0.013g/km／窒素酸化物（NOx）：0.013g/km

近接排気騒音：74dB／定常走行騒音：66dB／加速走行騒音：66dB

種類：R134a／使用量：380g／GWP値：1,430／環境影響度目標値：150／目標年度：2023年

二酸化炭素（CO2）排出量

排出ガス

騒音

エアコン冷媒

＊8：ASG（Automatisiertes Schaltgetriebe）＝ドイツ語でオートメーテッドマニュアルトランスミッションの意味。●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、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

move up! high up!

move up! high up!

▲1：インフォテイメントパッケージ
※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：シティエマージェンシーブレーキの制御には限界があります。このシステムは追突による被害軽減を目的とし、自動で追突を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。＊2：インフォテイメントパッケージと同時装着できません。＊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：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。＊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メモリーカードなどに記録された音楽ファイルの直接再生が可能です。＊7：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。
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。

Volkswagen オールイン・セーフティ

251（959）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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06

07 08

09 10

Accessories
機能を高める。個性を輝かす。
フォルクスワーゲン純正アクセサリー。

専用設計された

純正アクセサリーならではの

高いデザイン性と品質が、

あなたのup!を

より個性的に彩ります。

01  Aspen/アスペン

02  Triangle/トライアングル

03  Upsilon/ウプシロン

04  リヤスポイラー

05  サイドバイザー

06  ラゲージトレー

07  ルーフバー

08  ルーフボックス（Urban loader）

09  バイシクルホルダー

10  カヤックホルダー

01 02 03

04 05

※掲載車両は欧州仕様車です。　※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。
※価格、グレードごとの適合、取付に関する注意事項などについて、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。 33  34



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

※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

※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。

※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。

詳細は フォルクスワーゲン サイトトップ アフターサービス オーナー様向けサービス フォルクスワーゲン オーナーズ パス

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。

Volkswagen Owner’s Pass

※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

スマートフォン向けアプリ

Play On! by Volkswagen

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。

走れば走るほど
楽しくなる！「VW DRIVE」
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。

・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！

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。

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。

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

3つのメリットVolkswagen Owner’s Pass

Volkswagen 
Owner’s Pass
マイページ

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。

（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
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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。

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。

Volkswagen Lifestyle
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。

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。

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。

さらに詳しい情報は

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。

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。
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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
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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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