
Golf R
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「R」。

それはレーシングを意味し、リアルスポーツを標榜する。

256PSのパワーを発揮する2.0ℓTSI®エンジンに、

DSG®トランスミッションと4MOTIONという独創のコンビネーション。

高いパフォーマンスを秘め、優れた燃費性能を発揮する。

いま目覚める、魂を揺さぶる熱きスポーツスピリット。

すべては、比類なき走りのために。

渇望を満たす、かつてない歓び。

写真は欧州仕様車。



写真は欧州仕様車。

その姿に宿る、エキサイティングな情熱。
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　イグニッションが点火された瞬間、エンジンが咆哮し、数秒後

には鍛え抜かれたスポーツ性能が一気に放たれる。アクセルを

踏み込むほどに、ほとばしる昂奮が身体を貫く・・・。走りの歓びへ

誘うVolkswagenの革新性は、ドライバーの要求に応える数々

の先進技術を生み出した。

　Golf Rに搭載されたTSI®やDSG®、4MOTIONもそのひとつ。

たとえば、インタークーラー付ターボチャージャーの過給（最大

過給圧1.2バール）を受け、驚異的な推進力をもたらす2.0ℓ

TSI®エンジン。エンジン重量を152kgに抑え、最先端のE‐Gas付

エンジンマネジメントシステムで制御。シリンダーヘッドを強化

スタットボルトで固定し、その強大なパワーを確実にクランク

シャフトに伝達するために、コネクティングロッドに加えシリンダー

ブロックも強化されている。その結果、ダウンサイジングを果たし

ながら性能をより高め、Golf史上最強の188kW（256PS）もの

パワーを実現。全回転域にわたりフラットで大きなトルクを発生し、

停止からわずか5.5秒で100km/hまで加速する。

　また、トランスミッションには、瞬時のシフトチェンジでエンジン

が放つパワーを途切れなく伝え、滑らかな加速を実現すると同時

に環境・燃費性能にも優れた実力を発揮する6速DSG®を採用。

足回りには優れたトラクション性能で挙動を制御し、安全性を

高める最新のフルタイム4WDシステム、4MOTIONも搭載。

この4MOTIONには電動ポンプが組み合わされ、油圧リザーバー

に30バールの作動圧を供給。制御モジュールが理想的なリヤ

アクスルトルクを計算し、バルブを介してマルチプレートクラッチ

のピストンに適正な油圧を供給する。

　数々の最新技術による独創のコンビネーションが、かつてないドライ

ビングプレジャーをもたらすGolf R。それは、あなたのありきたりな

想像を軽々と超え、心拍数の高まりに呼応するように、メーターが

一気に跳ね上がる。いま、刺激的な走りのドラマが幕を開ける。

究極のドライビングフィールを生み出す、

Volkswagen独創のテクノロジー。

写真は一部仕様が異なる場合があります。



写真は欧州仕様車。

全身を貫く、走りへの意志。



写真は一部仕様が異なる場合があります。

リアルスポーツを、操る。



写真は一部仕様が異なる場合があります。

新たなる昂奮が、目覚める。



13 14写真は欧州仕様車。

惹きつけて離さない、鮮烈なデザイン。
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2.0ℓTSI®エンジン：独創的なアイデアと卓越したテクノロジーから

生まれたTSI®エンジン。ガソリンを直接シリンダーに噴射する直噴

技術と、効率よく多量の空気を送り込む過給機を組み合わせること

により、優れた燃焼効率と高出力を実現します。Golf Rには、直噴

エンジンにインタークーラー付ターボチャージャーを組み合わせた2.0ℓ

TSI®エンジンを搭載。最大トルク330Nmを2,400rpmの低回転で発生

させ、5,200回転までキープ。低回転から高回転までの全域にわたり

フラットなトルク特性を実現すると同時に、12.4km/ℓの低燃費を達成。

力強い走りをもたらしながら、DSG®との相乗効果により環境性能

や燃費性能にも貢献する優れた実力を発揮します。

最高出力：188kW（256PS）/6,000rpm

最大トルク：330Nm（33.7kgm）/ 2,400‐5,200rpm

燃料消費率 :12.4km/ℓ（10･15モード走行国土交通省審査値）＊1

＊1：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が異なります。

6速DSG®：DSG®は、わずか0.03～0.04秒＊2という、まばたきをする

ほどの時間でシフトチェンジを行うデュアルクラッチシステム。切れ目の

ない滑らかな加速を実現し、爽快な走りをキープします。6速DSG®は、

耐熱性に優れた湿式多板構造のマルチプレートクラッチを採用。2.0ℓ

TSI®エンジンのパワーを無駄なく駆動輪に伝達します。

＊2：当社調べ。機構説明用につき実際のものとは一部異なります。

アダプティブシャシーコントロール“DCC”：ダンパー

の減衰力と電動パワーステアリングの特性を、瞬時に

コントロール。減衰力が異なる3つのモードをスイッチ

ひとつで切り替えられ、連続的に減衰力特性を変化

させます。快適な乗り心地を実現する「ノーマル」、大幅

に快適性を向上させる「コンフォート」、より俊敏性を

高める「スポーツ」。さまざまな路面状況に応じて、ドラ

イバーの意志に応える自在な走りを実現します。

パドルシフト：ステアリングから手を離さ

ずにシフトアップ／ダウンが可能。指先

だけの操作で、スポーティなドライビング

が愉しめます。

卓越したパフォーマンスを叶える、最新技術。

写真は欧州仕様車。

写真は一部仕様が異なる場合があります。

ダイナミックな走りに思わず息を呑む。

　　　　　　時代を先駆ける技術力が、操る歓びを加速させる。
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リヤビューカメラ“Rear Assist”：後方の様子をディスプレイに映し出し、

安全確認をサポート。車庫入れや縦列駐車などを容易にします。

写真は一部仕様が異なる場合があります。オプション設定の詳細につきましては、主要装備表をご確認ください。

マルチファンクションステアリング：選局や曲送り、音量

などのオーディオ機能をステアリングから手を離さずに

操作でき、安全性を高めます。同時にディスプレイでも

動作を表示し、快適なドライビングをサポートします。

レカロスポーツシート：過酷なレーシング

スポーツの世界で、その名を知らしめた

レカロ製のスポーツシート。人間工学に

基づいて、ドライブ時の集中力を最大限

に高めるように開発された、シート形状に

はバケットタイプを採用。高速でのコーナ

リングでもしっかりと身体を固定すること

ができます。［オプション］

RNS 510：フォルクスワーゲン車専用に開発された最新のAVナビゲーションシステム。シンプルかつ上質なデザ

インと優れた操作性が、安全でスムーズなドライビングをサポートします。ナビゲーション機能には、FM VICSやボイ

スコントロールを搭載した30GBハードディスクナビを採用。さらに、ナビゲーションと連動するETC車載器＊1、フル

セグ地上デジタルTVチューナー＊2、iPod®＊3／HDD音楽再生（MP3、WMA＊4）＊5など、多彩な機能で快適なドライ

ビングを支えます。

＊1：ETCのご利用には、セットアップとETCカードが必要となります。セットアップにかかる手数料などは別途お客様のご負担となります。本機にETCカードは付属して
おりません。＊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：iPod®は、米国及び他の
国々で登録されたApple Inc.の商標です。＊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をHDDにコピーすることで再生できます。音楽CDを直接HDDに録音（リッピング）する機能はありません。

マルチファンクションインジケーター連動ルートガイド：

ルート案内をRNS 510のナビゲーションと連動して表示。

最小限の視線移動で安全に確認できます。

MEDIA-IN：iPod®やUSBデバイス＊6

を接続し、オーディオを再生できます。

ディスプレイへの曲名表示や、マルチ

ファンクションステアリングから曲送り

などのコントロールも可能。

＊6：iPod®用接続ケーブルは標準搭載ですが、USBデバ
イス用接続ケーブルは別売りオプションとなります。

走りの歓びを深める、充実装備。



視界

空調

快適装備

盗難防止装置

オーディオ／
ナビゲーション

ESP（エレクトロニック・スタビリゼーション・プログラム）-DSR（ドライバー・ステアリング・リコメンデーション）
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
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／むち打ち低減ヘッドレスト（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）
衝突感知自動ロック解除機能／ISOFIX（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）

バイキセノンヘッドライト（オートハイトコントロール機能付）／ダイナミックコーナリングライト
オートライトシステム／ヘッドライトウォッシャー／フォグランプ（リヤ）
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

4MOTION（フルタイム4輪駆動）／アダプティブシャシーコントロール"DCC"
R専用スポーツサスペンション／ブラックブレーキキャリパー
225/40R18タイヤ／7.5J×18アルミホイール

イモビライザー

RNS 510（HDDナビゲーションシステム〈FM VICS内蔵〉、DVD/CDプレーヤー、MP3/WMA再生、AM/FMダイバーシティー、地デジTV受信、
マルチファンクションインジケーター連動ルートガイド、マルチファンクションステアリング連動オーディオコントロール、ボイスコントロール）
MEDIA-IN（iPod®及びUSBデバイス接続装置）＊1／ETC（自動料金収受システム）車載器
オーディオ外部入力端子／8スピーカー

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）
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）

パッシブセーフティ
（受動的安全性）

アクティブセーフティ
（能動的安全性）

機能装備

シート／内装

外装

メーター周り

リヤビューカメラ"Rear Assist"
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）
カミングホーム＆リービングホーム／12V電源ソケット（ラゲージルーム内1個）
ティプトロニック／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／クルーズコントロール

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）／フットウェルランプ（前席）／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2個、後席2個）／センターアームレスト（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）
R専用メータークラスター／メーター照度調整機能／シートベルト警告装置（全席）／タイヤ空気圧警告灯／ブレーキパッド磨耗警告灯

R専用エクステリア（ブラックフロントグリル、フロント＆リヤバンパー、リヤスポイラー、サイドスカート〈カラード〉、ブラックドアミラー）
ダークテールレンズ／LEDテールランプ／クロームデュアルエキゾーストパイプ（センター）

レザーシート＊2／トップスポーツシート（運転席/助手席）
レザー&マイクロファイバーシート＊2／レカロスポーツシート（運転席/助手席）
パワーシート（運転席、8ウェイ〈前後/高さ/角度/リクライニング〉）／パワーランバーサポート（運転席/助手席）
分割可倒式シート（後席）／高さ調整式ヘッドレスト（全席）／シートヒーター（運転席/助手席）／アルミニウムデコラティブパネル
R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）／レザーハンドブレーキグリップ／R専用シフトノブ
R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）

足回り

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

収納 グローブボックス（ロック、エアコン送風口付）／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（ネット付）／ラゲージネット

寸法／重量

性能

エンジン

諸装置

車両型式

乗車定員

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

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）
燃料供給装置
燃料タンク容量
使用燃料

mm
cc

kW（PS）/rpm
Nm（kgm）/rpm

ℓ

mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg

名

クラッチ
トランスミッション（変速装置の形式及び変速段数）
 第1速
 第2速
 第3速
変速比 第4速
 第5速
 第6速
 後退
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
タイヤサイズ

4,220
1,790
1,495
2,575

1,535/1,515
115

1,530

CDL
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
9.8

188（256）/6,000
330（33.7）/2,400-5,200

電子制御式
60

無鉛プレミアム

湿式多板ダイヤフラム式／コイルスプリング式
自動6段（前進）1段（後退）

2.923
1.956
1.400
1.032
1.076
0.870
3.263

1‐4速：4.769/5‐6速、後退：3.444
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
ベンチレーテッドディスク

225/40R18

5

ABA-1KCDLF

4ドア 6速DSG®右ハンドル

最小回転半径
燃料消費率（10･15モード走行 国土交通省審査値）
主要燃費向上対策

m
km/ℓ

5.0
12.4

DSG®／筒内直接噴射／可変バルブタイミングコントロールシステム／電動パワーステアリング

●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が異なります。●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

Seat

※ボディカラー及びシートは、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。
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●：標準装備
▲：オプション（レカロスポーツシート装着車はサイドエアバッグは後席のみとなります。また、むち打ち低減ヘッドレスト、パワーシート、
パワーランバーサポート、高さ調整式ヘッドレスト、シートバックポケットは装着されません。）

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。

三面図（mm）

＊1：iPod®用接続ケーブルは標準搭載ですが、USBデバイス用接続ケーブルは別売りオプションとなります。
iPod®は、米国及び他の国 で々登録されたApple Inc.の商標です。

＊2：レザーシートのシート側面及びシート背面などに合成皮革を使用しています。

Body Color Seat

キャンディホワイト
B4

ディープブラックパールエフェクト
2T

ライジングブルーメタリック
4C

チタンブラック/レザー
QW

チタンブラック/レザー&マイクロファイバー
IC

Golf R主要装備表 主要諸元表 Golf R
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機能を高める。個性を輝かす。
Volkswagen純正アクセサリー。

Golf Rの精悍さを際立たせるテールゲートスポイラーやエッジプロテクター。

さらに、ライフスタイルに合わせて機能性を高めるルーフバー、ラゲージトレーまで。

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Golf Rをより個性的に彩ります。

フロアマット：足元のイメージチェンジやセンス

アップに。フック固定と裏面滑り止め加工により、マット

のズレを防止します。

チェック：
ダークグレー/ブラック

スタイル：
ブラック

プレミアム：
ブラック

テールゲートスポイラー：テールゲート部に入る空気の流れをスムーズに

整え、リヤビューを引き締めます。
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エッジプロテクター：軽い接触などからテールゲートを保護し、カーボン調の

エッジ部がリヤビューをドレスアップします。

02

Bピラーカバーキット（カーボン

調）：Bピラー部をスタイリッシュに

見せるカーボン調のカバーキット。

傷に強く、対候性にも優れています。

03

Winter 17

ホイールサイズ ： 6J-17　オフセット ： +48mm

適合タイヤサイズ ： 205/50R17　カラー ： シルバー

09

サイドバイザー：視認性に優れたスモークグレーのサイドバイザー。

スマートなデザインで、雨天時の室内換気などに便利です。

04 ルーフバー：車種別の専用設計で確実に装着でき、別売アタッチ

メントを取り付けて使用します。メインバーは軽量なアルミ製。

05

11フットレスト（シルバー）：コック

ピット内の足元をスポーティに演出し、

運転時の快適性を高めます。

10

バイシクルホルダー：自転車のダウンチューブと

ホイールを固定して積載するアタッチメントです。

※ダウンチューブ径80φ、タイヤ幅56mm、ホイールリム高さ90mm（タイヤを含む）
まで対応。※写真のルーフバーは別売。※装着には、ルーフバーが必要です。

06 スキー＆スノーボードホルダー（L/スライド）：

スキー板6セット、またはスノーボード2セットを平積み

可能。ホルダー部分がスライドし、スムーズに積み下ろし

できます。

※写真のルーフバーは別売。※装着には、ルーフバーが必要です。

07

写真は欧州仕様車。

08 Bobsy G2‐3 pro GTI Design：正面衝突に

対する安全性が高いシェル構造を採用したジュニア

シートです。GTIのロゴ入りで、座面の底上げによって

体格の小さいお子様＊でも適正なポジション設定が可能。

＊：3歳から12歳（体重15～36kg）位まで。

※価格やグレードごとの適合及び取り付けに関する注意事項（同時装着不可など）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。
※掲載のVolkswagen Ａｃｃｅｓｓｏｒｉｅｓの商品は、予告なしに仕様及び価格の変更、販売を終了する場合があります。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。
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あなたのカーライフを支える、充実のアフターサービス。

ご購入時からついてくる無償プログラムや、お得な有償プログラムをご用意。

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が無償のプログラム。

フォルクスワーゲン
プロフェッショナルケア

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

サ
ポ
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム

無償

有償

有償

有償

4年目の法定点検や「プロフェッショナルチェック10」、
その他規定の消耗部品の補充・交換がパッケージとなった
お得なプログラム。

あなたとあなたの愛車の安心を無償でサポートする、6つのプログラム。

フォルクスワーゲン
安心プログラム

延長保証プログラム
ウォルフィサポート無償

一般保証（内外装品は除く）

エマージェンシーアシスタンス

一般保証（内外装品は除く）

エマージェンシーアシスタンス

新車登録から3年間、プロフェッショナルケアに対応した部品代
その他の消耗部品代がパッケージとなったお得なプログラム。

フォルクスワーゲン
ニューサービスプラス

メーカー指定点検／定期交換部品の交換工賃

その他の消耗品および交換工賃

メーカー指定点検／定期交換部品の部品代

規定の消耗部品および交換工賃

「安心プログラム」の　と　を1年間または2年間延長できるプログラム。

サービステクニシャンによる10項目の安心チェックです。

※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。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。

2年間 純正部品の保証
部品購入後2年間、材質または製造技術上に起因する故障が発生した場合、無料にて修理または交換いたします。ただし消耗部品・油脂類・ソフトウェア等は保証対象外となります。

24時間対応のフォルクスワーゲン カスタマーセンター
フォルクスワーゲンに関するお問い合わせを、24時間365日、フリーフォンにより受付いたします。プロフェッショナルのスタッフがいつでも待機しており、お客様からのお電話に迅速・的確にお応えいたします。

12年間 錆穴の保証
新車登録日より12年間、車体のボディ内側または下側からの腐食により穴があいた場合、無料修理いたします。（総亜鉛メッキボディ車両以外は6年間となります。）

3年間・走行距離無制限の一般保証

3年間・24時間体制のエマージェンシーアシスタンス

新車登録から３年間、どれだけ走っても走行距離に関わらず、車両の部品の材質または製造技術上に起因する
故障が発生した場合、無料修理いたします。ただし消耗部品・油脂類・ソフトウェア等は保証対象外となります。

法令で定められているエンジン・ブレーキ・足回り・トランスミッション・電気系・ステアリングなどの点検を新車登録日
より1年ごと（計2回）に実施いたします。

エンジンオイル・ポーレンフィルター・ブレーキフルードの交換工賃が無償となります。※部品代は含まれません。

プロフェッショナルケアに対応した部品代（エンジンオイル・オイルフィルター・ブレーキフルードなど）が含まれます。

ワイパー・ウォッシャー液補充・エンジンオイル補充などが含まれます。

エンジンオイル・オイルフィルター交換・エンジンオイル補充などが含まれます。

万一路上で走行不能になった場合の応急処置をはじめ、車両の牽引、そしてドライバー・同乗者の方の移動手段を
手配し、費用を負担。3年間無料・24時間のサポートサービスです。

3年間 塗装保証
新車登録日から3年間、車両の塗装に不具合が生じた場合、無料修理いたします。

※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。

延長サービスプラス

2

2

3

1

1

4

5

6

法定1年点検 法定1年点検

法定1年点検

Professional
Check10

Professional
Check10

充実した内容の自動車保険に、フォルクスワーゲンならではのオリジナルサービスとして、ボディプロテクションサービス（小額修理補償）またはカーゴ
プロテクションサービス（車載動産損害補償）をご用意いたしました。ワンランク上の安心とサービスを備えて、心地良いドライビングをお楽しみください。

Volkswagen自動車保険プラス 快適なカーライフをサポート。

Volkswagen Lifestyle

毎月のリース料には、車両代金に加え諸費用も含んでいます。均等にお支払いいただくため、まとまった資金が必要ありません。
Volkswagenオートリース 月々のお支払いが定額なので、急な出費のご心配はありません。

上記の他にも、毎月一定額お支払いいただくオーナーズプランや、ご自由に設定いただくフリープランなどさまざまな購入プランをご用意しております。
Volkswagenオートローン

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。

※掲載のVolkswagen Lifestyleの商品は、予告なしに仕様の変更、販売を終了する場合があります。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。

http:///www.volkswagendesign.com

東京都品川区北品川4‐7‐35　御殿山トラストタワー17階　［http:///www.vf .co. p］

多彩なサービスをラインアップ。オリジナルポイントプログラムは車検・点検後のキャッシュ
バックや、JALマイルへの移行が可能です。さらに、オリジナルデザインETCカードなど、
充実のサービスをこの1枚に。ゴールドカードと一般カードの2種類をご用意。

ご入会時から充実のサービス＆サポート。Volkswagen Card

ETCカード一般カードゴールドカード

最終回のお支払いはお好回のお支払いはお好きな選択を択を

Volkswagen 新車にお乗り換え

据置価格での現金購入

据置価格での再分割

車両ご返却

Volkswagen Solutions 月々のご負担は軽く、スマートな購入プランのご提案。

＊：「新車にお乗り換え」、「ご使用車両のご返却」の場合は、最終回のお支払いは不要
となりますが、その際の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（最終回のお支払い額）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。

月々のお支払いを大幅に軽減 据置価格は買い取り保証付きのため
契約終了時の代替もスムーズフォルクスワーゲンソリューションズは、あらかじめ車両本体

価格の一部を据置価格（最終回のお支払額＊）として設定し、
残りの金額を分割でお支払いいただくスマートなシステムです。

毎月のお支払い 据置価格

Golf Rの走りをもっと身近に、ゆとりを持って楽しめるように。私たちフォルクスワーゲンは、あなたのライフスタイルに合わせた多彩な購入プランを
ご用意。無理のない支払い・簡単な手続きにより、Golf Rならではの日々 の可能性を広げる自由な走りの世界へ、あなたをさらに近づけます。

Golf Rを手にする夢をさらに近づける、充実のファイナンシャルサービス。
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Issue:October,2011 VW0030‐VDM1101   表紙の写真は欧州仕様車。

Golf R

Volkswagen Interactive [http:///www. volkswagen.co. p]

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

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。




