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The Beetle



［変更前］

詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。 Issue:June,2015 VW0102‐VDO5063

The Beetle 仕様変更のご案内
● Design Leather Packageのグレードは廃止となります（店頭在庫限り）。
● Designグレードにレザーシートパッケージがオプション設定可能となりました。

● オーディオRCD 310はVolkswagen純正インフォテイメントシステム"Composition Media"に変更となりました。
● 12V電源ソケットの位置が（前席1個、後席1個）に変更となりました。
● Body Colorのブルーシルクメタリック（2B）、ムーンロックシルバーメタリック（0B）が追加設定されました。
　 サターンイエロー（T1）、デニムブルー（X0）、トフィーブラウンメタリック（4Q）は廃止となります（店頭在庫限り）。

ブルーシルクメタリック（2B） ムーンロックシルバーメタリック（0B）

ブラック（MX）

ベージュ（MW）

ブラック/レザー（JU）

ベージュ/レザー（NJ）

ブラック（MK）

デニムブルー（X0） リフレックスシルバーメタリック（8E）トフィーブラウンメタリック（4Q）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）ピュアホワイト（0Q） サターンイエロー（T1）Seat Body Color

Design

Base

Design Leather Package

Color Combinations

※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。

［変更後］

ブラック（MX）

ベージュ（MW）

ブラック（MK）

ブルーシルクメタリック（2B） 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）トルネードレッド（G2）ピュアホワイト（0Q） ムーンロックシルバーメタリック（0B）Seat Body Color

Design

Base

Color Combinations

※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。

レザーシートパッケージ
オプション

※レザーシートパッケージをオプション装着する場合は、バイキセノンヘッドライトパッケージ、714SDCWパッケージとのセットオプションになります。

●レザーシート ●スポーツシート（運転席/助手席） ●ランバーサポート（運転席/助手席） ●シートヒーター（運転席/助手席）
●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） ●パドルシフト
●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）
●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）
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THE 21ST CENTURY BEETLE

20世紀、世界中で愛されたビートル。

そして21世紀、ふたたび世界がこのクルマに夢中になる。

Volkswagenの新しい原点、The Beetleの誕生です。

街で走る姿を見かければ、きっとみんなが振り返る。

それは、個性的なフォルムのせいだけじゃない。

ドライバーのよろこびが、たぶん見ている人に伝わるから。

そんな不思議なチカラを持つクルマ。The Beetleが走るほど、

世界中にワクワクがひろがっていく。

写真は一部日本仕様と異なる場合があります。エンブレムはAccessory（別売）。



これがベストショット。 これも。 これも。 これも。

Photo：Design Leather Package  ボディカラー：ピュアホワイト（0Q）  写真は一部日本仕様と異なる場合があります。 03_04
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前向きな後ろ姿。

優れたデザインは、世代や国境を越えて人々を魅了する強いチカラをもっています。クルマなら、

きっと初代ビートルのスタイリングを思い出すでしょう。The Beetleのデザインは、世界中で

愛されてきたそのオリジナルデザインを、現代の感性でアレンジして生み出したもの。時代と

ともに進化しても、けっして流されないThe Beetleの個性。その姿をひと目見れば、気持ちまで

はずむ不思議なクルマです。

Photo：Design Leather Package  ボディカラー：トルネードレッド（G2）  写真は一部日本仕様と異なる場合があります。
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フルスピードで好きになる。 大きく張り出したフェンダーやカブトムシを思わせるフォルムなど、オリジナル

デザインを受け継ぎながら、よりスタイリッシュに生まれ変わったThe Beetle。

そのワイド＆ローなボディは、ボンネットからルーフへと続くシャープなラインと

あいまって気持ちよい走りを予感させます。ひとたび走り出せば、きっとあなたも

気がつくはず。ステアリングを握った瞬間から、あなたとThe Beetleの距離がフル

スピードで近づいていくことを。

Photo：Design Leather Package  ボディカラー：トルネードレッド（G2）  写真は一部日本仕様と異なる場合があります。
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行き先なんていらない。

いつまでも、どこまでも走り続けたい。それはThe Beetleに乗った誰もが思うこと。気持ちよく

回るエンジンも。思い通りのタイミングで瞬時に決まるシフトチェンジも。路面からの衝撃を

しっかりと受けとめてくれる安定感も。すべてが、ドライバーを満足させてくれる。デザイン性

だけでなく、運転する楽しみでも期待にこたえるThe Beetleです。

Photo：Design Leather Package  ボディカラー：トルネードレッド（G2）  写真は一部日本仕様と異なる場合があります。



お気に入りの音楽をかけながらのドライブも。ウインドー越しのうつくしい風景に心ときめかせる

瞬間も。大切な人とふたりで過ごすひとときも。かけがえのない時間をあたえてくれるのは、

いつもこの特別な場所。でも、それに気がついたのは、きっとあなただけではありません。その

証拠に今日も。いつもの仲間が、いつものようにやってくる。

集合場所は、The Beetle。

11_12Photo：Design Leather Package  シート：ブラック/レザー（JU）



あなたの

仲間たちも、

きっと夢中になる。

13_14Photo：Design Leather Package  ボディカラー：デニムブルー（X0）  写真は一部日本仕様と異なる場合があります。
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停まっているThe Beetleを、まるでアート作品のように見つめている。そんな人たちを、これから

よく見かけるはず。秘密は、個性的なフォルムのせいだけじゃありません。The Beetleのボディ

カラーが、色ごとにクルマの新しい魅力を引きだし、それを際立たせるから。感じ方は、もちろん

見る人それぞれ。1台1台のThe Beetleが、あなたの洗練された感性を心地よく刺激します。

数台集まれば、
それだけでギャラリーに。

写真は一部日本仕様と異なる場合があります。



その走りには
理由がある。

見た目だけでなく走りも楽しめるThe Beetle。それを

支えるのはTSI®エンジンやDSG®トランスミッション

など、未来を見つめて進化するVolkswagenならでは

のテクノロジー。高い走行性能と優れた環境性能で、

いつまでも期待感いっぱいのドライブを楽しめるのも、

このクルマの魅力です。

PERFORMANCE

Photo：Design Leather Package  ボディカラー：ディープブラックパールエフェクト（2T）  写真は一部日本仕様と異なる場合があります。 17_18



19_20写真は一部仕様が異なる場合があります。

アクセルを踏むたびに
ワクワクが加速する。
　　 エンジン。

エンジンを小さくすればエンジン内部の摩擦抵抗（フリクション）も小さく

なり、効率が良くなります。つまり、少ない燃料で走り続けられる。このコン

セプトを基に開発されたのがTSI®エンジンです。The Beetleに搭載される

エンジンは1.2ℓという排気量ながら、空気を効率よく送りこむ「過給機」

により1.8ℓエンジン＊1と同等のトルクを発生。また、「直噴」技術により

エネルギー効率も高まり、驚くほどの低燃費も実現しました。The Beetleに

搭載される1.2ℓTSI®エンジンは、その排気量から想像できないパワフル

さで1ランク、いえ2ランク上の走りをあなたにお届けします。
＊1：当社調べ。

良くできたエンジンに必要なのは、そのパフォーマンスを効率

よく伝えることのできるトランスミッションです。Volkswagenは

その答えとして、The Beetleに7速DSG®トランスミッションを

採用しました。シフトチェンジの際に起こるタイムラグを限り

なくゼロ＊2に近づけることで、切れ目のないスムーズな加速と

高い効率による燃費性能の向上を実現。爽快な走りを楽しむ

ことができます。
＊2：0.03～0.04秒／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。1.2ℓ TSI®シングルチャージャー
総排気量：1,197cc
最高出力：77kW（105PS）/5,000rpm（ネット値）
最大トルク：175Nm（17.8kgm）/1,500‐4,100rpm（ネット値）
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とっておきの楽しさも、安心感から生まれてくる。

気持ちのよいドライブを、心から楽しめるように。The Beetleには最先端の安全技術を採用しました。ESP＊1を

はじめとするアクティブセーフティ。頭部保護機能付サイドエアバッグなど、万一の際に乗員をしっかり守る

パッシブセーフティ。その実力はユーロNCAP＊2で最高レベルの5スターを取得したことでも証明されています。

あなたの大切な人も乗るThe Beetleだからこそ、安全性にも抜かりはありません。
＊1：ESP＝エレクトロニック・スタビリゼーション・プログラム
＊2：European New Car Assessment Programme

SAFETY

機構説明用につき実際のものとは一部異なります。

エアバッグ
The Beetleには4つのエアバッグを標準装備。セン

サーからの情報をもとに瞬時に展開するフロント

エアバッグと頭部保護機能付サイドエアバッグが、

前方/側方からの衝撃に対して優れた乗員保護

性能を発揮します。また追突など後方からの衝撃に

備えて、むち打ち軽減ヘッドレストも採用しました。

■ESP装着車

■ESP非装着車

21_22

パークディスタンスコントロール
（フロント /リヤ）
バンパーに設置したセンサーにより障害物などを感知

して警告音で知らせます。

［Design Leather Package］

ES P ＊1

万一の事態を回避するために、横滑りなどを防ぐESP＊1を採用しました。センサーによりクルマの不安定な状況を感知すると、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。The Beetleと楽しむドライブを先進の技術で支えます。

＊1：ESP＝エレクトロニック・スタビリゼーション・プログラム

機構説明用につき実際のものとは一部異なります。



23_24Photo：Design Leather Package  ボディカラーとインストゥルメントパネルは、同色になります。

いるだけで気分高まる空間。
ボディカラー同色のパネルや上に開くグローブボックスなど、初代ビートルを思わせるデザインと高い機能性をスタイリッシュにまとめました。

スタイリングと同じようにユニークな個性を感じさせるコックピットが、あなたの毎日を期待感でいっぱいにします。

INTERIOR



シート：ブラック（MK）。
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The Beetle “Base”

ボディカラー：リフレックスシルバーメタリック（8E）

The Beetleらしさをもっとも身近に感じられる

のが、この“Base”。自分好みにカスタマイズすれば、

The Beetleがあなたのセンスが光る個性的な1台

に早がわり。いつでも、どこでも一緒に行きたくなる

ゴキゲン♪なモデルです。

排出ガス75%低減 平成27年度燃費基準達成車

（国土交通省審査値）
燃料消費率＊ 17.6km/ℓ

※ボディカラーとシートの組み合わせについては、P.32 Color Combinationsをご確認ください。

＊：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。

LINEUP

燃費・環境性能



シート:ベージュ（MW）。
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The Beetle “Design”

ボディカラー：トルネードレッド（G2）

心地よい座り心地と乗り降りのしやすさが、

The Beetle “Design”に採用されたコンフォート

シートの魅力。いつでも感じられる快適さに、自然

体でつき合えるThe Beetleらしさが溢れています。

レザー3本スポークステアリングホイール
スポーティかつ上質な本革巻ステアリングは、

スポーク部分をボディ同色にコーディネート。しっ

くりと馴染む革の感触にThe Beetleの品質の高さ

を実感できます。

シート：ブラック（MX）。

排出ガス75%低減

燃費・環境性能
平成27年度燃費基準達成車

（国土交通省審査値）
燃料消費率＊ 17.6km/ℓ

※ボディカラーとシートの組み合わせについては、P.32 Color Combinationsをご確認ください。

＊：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。



シート:ブラック/レザー（JU）。
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The Beetle “Design Leather Package”

ボディカラー：サターンイエロー（T1）

The Beetle “Design Leather Package”には、人間

工学に基づいて設計された本革仕様のスポーツ

シートを採用しました。しっとりと馴染む革の感触

とともに、The Beetleがあなたの一部になっていく

のを楽しんでください。

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
選局や曲送り、音量などのオーディオ機能がステア

リングから手を離さずに操作でき、快適なドライ

ビングをサポートします。動作はディスプレイにも

表示されます。

シート：ベージュ/レザー（NJ）。

＊2

排出ガス75%低減

燃費・環境性能
平成27年度燃費基準達成車

＊2：電動パノラマスライディングルーフをオプション装着時は燃料消費率（国土交通省審査値）が17.0km/ℓ（JC08モード）となります。

（国土交通省審査値）
燃料消費率＊1 17.6km/ℓ

※写真は撮影のため助手席シートを取り外した状態。　※ボディカラーとシートの組み合わせについては、P.32 Color Combinationsをご確認ください。

＊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は異なります。



COLOR
サターンイエロー（T1） トフィーブラウンメタリック（4Q）ディープブラックパールエフェクト（2T） デニムブルー（X0）リフレックスシルバーメタリック（8E）

ピュアホワイト（0Q） トルネードレッド（G2）

ブラック（MX）

ベージュ（MW）

ブラック/レザー（JU）

ベージュ/レザー（NJ）

ブラック（MK）

デニムブルー（X0） リフレックスシルバーメタリック（8E）トフィーブラウンメタリック（4Q）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）ピュアホワイト（0Q） サターンイエロー（T1）Seat Body Color

ブラック（MX）ブラック（MK） ベージュ（MW） ブラック/レザー（JU） ベージュ/レザー（NJ）

Design

Base

Design Leather Package
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Color Combinations

写真は一部日本仕様と異なる場合があります。

※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。
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EQUIPMENT

バイキセノンヘッドライト
ハロゲンライトの約2倍の光量で、より遠く広い範囲を照らし、夜間

ドライブ時の視認性を向上させます。また、ポジションランプに

採用したLEDがフロントマスクを表情豊かに演出します。

  ［Design Leather Packageに標準装備、Baseにオプション（バイ

  キセノンヘッドライトパッケージ）、Designにオプション］

パドルシフト
ステアリングから手を離さずシフトチェンジ。

指先だけの操作で思いのままの走りを楽しめ

ます。［Design Leather Package］

ラゲージルーム
310ℓ＊1の容量を確保。分割可倒式の後席シートの背もたれを倒せば、

905ℓ＊1もの大容量スペースを確保できます。ラゲージトレー＊2を装着

すれば、汚れた物や濡れた物をそのまま積んでもラゲージルームを

汚しません。
＊1：ISO測定法による。数値はドイツ公表値。
＊2：ラゲージトレーは別売Accessoryです。ポリエチレン製。

電動パノラマスライディングルーフ
前席から後席まで続くスライディングルーフ。室内を光で満たし、開放

感あふれるオープンエア・クルージングが楽しめます。また、

UVカットガラスを採用するなど紫外線対策にも配慮しています。

［Design Leather Packageに受注生産オプション］

シートヒーター
運転席と助手席に内蔵されたヒーターは、

3段階の温度調整が可能。寒い日にも快適

なドライブが楽しめます。

［Design Leather Package］

写真の小物は撮影用です。

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、外気温度など、ドライブに役立つ

情報を提供します。

※写真はDesign Leather Packageです。

Volkswagen純正ナビゲーションシステム“714SDCW”
Volkswagen車専用に開発された最新のAVナビゲーションシステムです。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＊3」を搭載した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、リアルタイムの交通情報を受信して効率的なルート
検索を可能とします。無料地図更新（2年間）により最新の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＊4、iPod®＊5／USBメモリー／音楽再生対応（MP3、
WMA＊6、AAC）＊7、動画再生（MP4、WMV、H.264）や、スマートフォンアプリで機能を拡張
できる「Smart Access 4Car＊3」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。［Design、Design Leather Packageにオプション］

＊3：Intelligent VOICEおよびSmart Access 4Carはクラリオン株式会社の商標です。
＊4：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。
＊5：iPod®及びiPhone®は、米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
＊6：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。
＊7：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。

＊8：Google™、Android™は、Google Inc.の商標または登録商標です。
＊9：検索結果や情報内容は、GoogleTMローカル検索・ぐるなび・ホットペッパー
グルメ・Yahoo!JAPANの情報によります。
＊10：AndroidTMのみ対応しています。
＊11：スマートフォンに登録した音楽を聴くことができます。

＊12：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。

ENTERTAINMENT
多彩なコンテンツが利用できる「Smart Access 4Car＊3」
ニュースアプリから、便利なドライブ系アプリまでバラエティ豊かにラインアップ。

最新のネットワーク環境に対応した次世代のナビ機能を搭載。

最新の情報に基づいたルート案内が、あらゆる道で安全かつ快適なドライブをサポートします。

自然な対話で目的地を検索・設定
「Intelligent VOICE＊3」
GoogleTM＊8の音声認識技術により、音声でGoogleTM＊8の

膨大な情報の検索や、ナビと対話しながらレストランを探す＊9

こともでき、目的地の検索から設定まで可能です。また、

スマートフォンを操作する「電話発信」や「メッセージ（SMS）

送信＊10」「音楽再生＊11」なども「Intelligent VOICE＊3」で

安全におこなえます。

NAVIGATION

※対話検索イメージ 

人気のパンケーキ屋さん

○○○○が見つかりました。

あなたの行きたい所だと嬉しいです。

ご用件は何でしょう？

そこに行く

○○○○を目的地に設定します。

接続
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ®＊12（無線）

（iPhone®＊5はUSB接続も可能）

スマートフォン
iPhone®＊5またはAndroidTM＊8

Smart Access 4Car＊3

アプリ

Google カレンダーと同期しクルマの中で
快適にスケジュールを確認できます。
※Google™＊6 アカウントが必要となります。

カレンダー
スマートフォンで登録したソース
から最新ニュースをピックアップ
して表示します。

ニュース
お好みの背景色や壁紙を
変える事ができます。

Wallpaper

詳しくは専用リーフレットをご覧いただくか正規ディーラーにお問い合わせください。上記以外のアプリも順次追加予定
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01 2ストライプフィルム

02 ルーフフィルムWolfsburg 03 ビリヤードボールフィルムセット 04 マフラーカッター

ACCESSORIES 個性を輝かす。Volkswagen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The Beetleをより個性的に彩ります。

※詳細はアクセサリーカタログをご確認ください。

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

05 フラワーベース 08 シフトカバーパネル07 エアコンパネル06 ルームミラーカバー

Photo：Design Leather Package  ボディカラー：ピュアホワイト（0Q）



37_38※詳細はアクセサリーカタログをご確認ください。

09 サイドフィルム

12 Circle/サークル ホワイト 13 Circle/サークル ブラック

11 Helix/ヘリックス10 Helix/ヘリックス グレー

14 Disc/ディスク



39_40※写真は一部仕様が異なる場合があります。詳しくはThe Beetle Cabriolet専用カタログをご覧ください。

たまには景色や会話を楽しみながらのんびりと。ときには気分を盛りあげて爽快なドライブを。

大人の遊び心を満たすThe Beetle Cabrioletとなら、澄みきった空の下、自由が走るほどに広がっていく。

Color Combinations

ブラック/レザー（JU）

ベージュ/レザー（NK）

Seat Body Color

※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。

The Beetle Cabriolet

サターンイエロー（T1） デニムブルー（X0） 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）ピュアホワイト（0Q）

The Beetle Cabriolet

わずか9.5秒で、見たことのない空が広がる。
ルーフを開くまでの時間は、わずか9.5秒。開閉はフルオートで行われ、50km/h以下の速度であれば走行中でも操作が可能です。

またオープン時にソフトトップを覆うプロテクションカバーも標準装備。オープンエアならではの開放感がドライブをいつも以上に楽しく演出します。



主要装備表
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／頭部保護機能付サイドエアバッグ（運転席/助手席）／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／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（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

ハロゲンヘッドライト（ハイトコントロール機能付）

バイキセノンヘッドライト（ハイトコントロール機能付）

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）／電動格納式リモコンドアミラー（ヒーター付）

スタティックコーナリングライト／オートライトシステム／フォグランプ（フロント）／レインセンサー／自動防眩ルームミラー

エアコンディショナー

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）

8スピーカー、オーディオ外部入力端子、RCD 310（CDプレーヤー、MP3/WMA再生、AM/FMダイバーシティー）

Volkswagen純正ナビゲーションシステム"714SDCW" （FM-VICS内蔵、CDダイレクト録音、CD/DVDプレーヤー、MP3 / WMA /AAC再生、MP4 / WMV/ H.264動画再生、AM/FM、地デジTV受信、
iPod®＊2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®＊2/AndroidTM＊4、Intelligent Voice＊5＊6、Smart Access 4Car＊5、NaviCon＊7対応、地図差分更新、フリックオペレーション）

ETC2.0対応車載器／VTRケーブル/ iPod®＊2 / iPhone®＊2/USBデバイス接続装置＊8

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

パワーウインドー（挟み込み防止機能付）／12V電源ソケット（後席1個）／ティプトロニック

スマートエントリー&スタートシステム"Keyless Access"＊9

カミングホーム&リービングホーム／クルーズコントロール

パドルシフト／パークディスタンスコントロール（フロント/リヤ）

残照装置付ルームランプ／リーディングランプ（前席）／ラゲージルームランプ／カップホルダー（前席2個、後席1個）／センターアームレスト（前席）

メイクアップミラー（運転席/助手席）

照明付メイクアップミラー（運転席/助手席）

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）

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）

メーター照度調整機能／シートベルト警告装置

電動パノラマスライディングルーフ（チルト機能、UVカット機能付）

Base専用エクステリア（ドアミラー〈カラード〉､サイドスカート）

Design専用エクステリア（ドアミラー〈カラード〉､サイドスカート〈カラード〉）／クロームパッケージ（フロントグリル、サイドウインドー、サイドスカート）

ファブリックシート

スタンダードシート（運転席/助手席）

コンフォートシート（運転席/助手席）

レザーシート＊10／スポーツシート（運転席/助手席）／ランバーサポート（運転席/助手席）／シートヒーター（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）／高さ調整式ヘッドレスト（全席）

Design専用インテリア（ボディ同色インストゥルメントパネル､ステアリングホイールトリム､ドアトリム）

3本スポークステアリングホイール

レザー3本スポークステアリングホイール

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／レザーシフトノブ

グローブボックス／ビートルボックス／ドアポケット／トノカバー

シートバックポケット（運転席/助手席）

215/60R16タイヤ/6.5J×16スチールホイール（フルホイールキャップ付）

215/60R16タイヤ/6.5J×16アルミホイール

215/55R17タイヤ/7J×17アルミホイール

タイヤ応急修理セット

テンポラリースペアタイヤ

Volkswagen Professional Care

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）

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

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）

燃料供給装置

燃料タンク容量

使用燃料

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）

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

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

2ドア 7速DSG® 右ハンドル

DBA-16CBZ

4,270

1,815

1,495

2,535

1,580/1,545

130

4

5.0

DSG®／筒内直接噴射／電動パワーステアリング

CBZ

直列4気筒SOHCインタークーラー付ターボ（2バルブ）

71.0×75.6

1,197

10.0

77（105）/5,000

175（17.8）/1,500-4,100

電子制御式

55

無鉛プレミアム

乾式多板ダイヤフラム式／ダイヤフラム式

自動7段（前進）1段（後退）

第1速3.764/第2速2.272/第3速1.531/第4速1.121/第5速1.176/第6速0.951/第7速0.795/後退2.045

1-4速:4.437/5-7速:3.227/後退:4.176

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

ディスク

215/60R16 215/55R17

17.6＊12

1,300＊11

17.6

1,300

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
132g/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：81dB／定常走行騒音：68dB／加速走行騒音：70dB

種類：R134a／使用量：525±25g／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

●：標準装備　▲：オプション

▲

Base Design Base Design
Design

Leather Package

EQUIPMENT LIST SPECIFICATIONS

（　）は電動パノラマスライディングルーフ装着車

三面図（mm）

1,815 全幅

1,580

1,
49

5 
全
高

4,270 全長

2,535

1,
32

0

41_42

＊1：714SDCWパッケージをオプション装備した場合にはオーディオ外部入力端子は装備されません。＊2：iPod®およびiPhone®は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。＊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：Google、AndroidTM、Google PlayTMは、Google Inc.の商標また
は登録商標です。＊5：Intelligent VOICEおよびSmart Access 4Carは、クラリオン株式会社の商標です。＊6：Intelligent VOICEをご利用いただくためには、通信接続のためのスマートフォンが必要となります。スマートフォンの
通信料が発生します。契約携帯電話会社の料金プランなどをご確認の上、ご利用ください。対応機種など詳しくは714SDCW専用リーフレットなどをご確認ください。＊7：「NaviCon」は株式会社デンソーの商標登録です。＊8：
USBデバイス用接続は標準搭載ですが、iPod®用接続ケーブル（Dockコネクター）は別売りオプションとなります。＊9：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。＊10：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。＊11：電動パノラマスライディングルーフをオプション装着時は車両重量が1,330kgとなります。＊12：電動パノラマスライディングルーフをオプション装着
時は燃費消費率（国土交通省審査値）17.0km/ℓ（JC08モード）となります。＊13：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）
※パッケージの装備を単独で選択することはできません。　　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。

●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

▲1：バイキセノンヘッドライトパッケージ　▲2：714SDCWパッケージ

▲2

▲1

▲1

▲2

▲2

▲

▲2

ラゲージスペースの容量はISO測定法＊13による。（　）内は後席を倒した場合。

310（905）ℓラゲージスペース

Design 
Leather Package

＊1 ＊1
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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）

エマージェンシーアシスタンス3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
一般保証とエマージェンシー
アシスタンスを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

After Service

※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。

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。

さらに詳しい情報は

－ 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。

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）

Volkswagen Owner's Pass
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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。

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。

あなたのライフスタイルに合わせた多彩な購入プランや、購入後のあんしんと充実のサービス&サポートをご用意。

さらに詳しい情報は

お近くのフォルクスワーゲン正規ディーラーまで 東京都品川区北品川4‐7‐35　御殿山トラストタワー17階

お車のご購入やメンテナンスと同じく、
自動車保険のご相談・お申込みも、信頼
のフォルクスワーゲン正規ディーラーに
おまかせください。

フォルクスワーゲン
自動車保険プラス

Financial Service

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。

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。

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、
3年後まで据え置くため
お支払いは購入時と3年後だけ。

ソリューションズの分割支払い終了後、またはソリューションズ プラスでのご購入から3年後は、
「Volkswagen 新車にお乗り換え＊」「据置価格での現金購入」「据置価格での分割購入」「車両ご返却＊」の中からご自由にお選びいただけます。
＊：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、据置価格と査定価格との差額分を別途ご負担いただきます。
※据置手数料が別途必要となります。あらかじめご了承ください。※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。

Volkswagen Card

ゴールドカード ETCカード一般カード

Volkswagen Lifestyle

Volkswagen Financial Services

詳細は右記アドレスへ。

Volkswagen Cardのお問い合わせは

Volkswagen Cardインフォメーションセンター（シルバーカード）
東京 03-5638-4537　大阪 06-6339-4085
（9:30～17:00  1月1日のみ休業）

Volkswagen Cardインフォメーションセンター（ゴールドカード専用）

　 0120-54-5353（9:30～17:00  1月1日のみ休業）

毎月のお支払い 据置価格 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

［購入時］ ［3年後］

ソリューションズ　月々のご負担を軽くします。 ソリューションズ プラス　3年間、月々のお支払いはありません。

月々の
お支払い

「安全で快適なクルマを、たくさんの人々に」。フォルクスワーゲンは、そんな使命をもって生まれた自動車会社です。

だから、地球にやさしいクルマや、これからのクルマ社会のあり方も、みなさんとともに考え、変えていけたらと思っています。

この青い星のために、できることは何だろう。合い言葉は、そう「Think Blue.」です。

省エネルギー法により、車重クラス別の重量区分ごとに定められた燃費基準を満たすクルマ

が「低燃費車」として認定されます。フォルクスワーゲンは多くのモデルで「平成27年度燃費

基準」、「平成17年排出ガス基準75％低減レベル」を達成しています。

エコなクルマは、いいこといっぱい。
フォルクスワーゲングループが策定した「パワートレイン及び燃料戦略」に基づき、燃料効率

を改善するための幅広い対策を実施。2015年までにヨーロッパにおける新車のＣＯ2排出量

を20％削減（2006年比）することを目指しています。

未来の地球のために、ＣＯ2を削減しよう。

フォルクスワーゲンでは、クルマを走らせる歓びはそのままに、

楽しみながら実践できるトレーニングプログラム「Think Blue. 

Training」を開催しています。

もっと楽しみながら、エコを実践しよう。
ドイツ・エムデン工場では、太陽光や風力による発電設備、木材を燃料とするバイオマス対応の

コジェネレーションプラントなどを設置。工場で消費されるエネルギーの大部分を再生可能な

資源から補っています。

エコなクルマをつくっているから、私たちもエコになりました。

ガソリンや軽油の代替として期待される未来の燃料SunFuel（サン

フューエル）やセルロース由来エタノールの研究をすすめています。

クルマだけでなく、エネルギーまでつくります。
フォルクスワーゲンでは独自のリサイクル戦略を通して、高い品質規格を満たすフォルクスワーゲン

車の一次素材から再資源化されたリサイクル素材（二次素材）を積極的に使用しています。

リサイクルはエコの第一歩です。

フォルクスワーゲングループジャパンは、ホッキョクグマとその生態環境の

保全を目的として、調査と教育・啓蒙活動を行っている米国カリフォルニア州の

NPO団体「ポーラーベアーズインターナショナル」の活動を支援しています。

ホッキョクグマの保全活動をサポートしよう。
フォルクスワーゲンでは「持続可能性（サステイナビリティ）」を経営方針に取り入れ、

多様な生物の存続に悪影響を与えない生産方法を実現。生産拠点のある地域を中心に

従業員や地元住民と協力しながら生物多様性保全プロジェクトなどに取り組んでいます。

生き物すべてに、未来をつなげよう。

Think Blue.
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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

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。

The Beetle
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	P_37-38
	P_39-40




