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詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。 Issue:January,2017 VW0067-GM7015

Touareg仕様変更についてのご案内

●BLUEMOTION TECHNOLOGYバッジの廃止。

　車体リヤゲートに設置のBLUEMOTION TECHNOLOGYバッジが廃止になります。

●ホイールボルトキャップの変更。
　クロームキャップを廃止し、標準キャップに変更となります。

〔変更前〕 〔変更後〕

〔変更前〕 〔変更後〕
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3 4Photo：V6 Upgrade Package  ボディカラー：オリックスホワイト マザーオブパールエフェクト（0R）＊ ＊：有償オプション  写真は一部実際と異なる場合があります。

時代の先へ。さらなる高みへ。

「ゆとりある高速クルージングの楽しみ」

「ラフロード走行での胸の高鳴り」「サルーンのようなくつろぎ」

力強さと優雅さを共存させたスタイリッシュなフォルムに、

あらゆるクルマの醍醐味をひとつに凝縮したプレミアムSUV Touareg。

高い走破性を実現するフルタイム4WDシステム“4MOTION Terrain 

Tech”や最先端技術を駆使したVolkswagenならではの安全装備など、

妥協なく磨き上げたクオリティで人生に新しい可能性を切り拓く。



5 6Photo：V6 Upgrade Package  ボディカラー：サンドゴールドメタリック（4T）  写真は一部実際と異なる場合があります。

新しい個性を印象づけるLEDポジションランプの輝き。

洗練された都会の街並に映えるフォルム。

高く広い視界が、ありきたりな日常を一変させる。

Exterior



7 8Photo：V6 Upgrade Package  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。

どこまでも余裕のある爽快なクルージングを楽しむ。

スムーズな加速に、しなやかな乗り心地に、包み込む安心に。

未知のドライビングプレジャーが呼び覚まされる。



9 10Photo：V6 Upgrade Package  ボディカラー：ムーンライトブルーパールエフェクト（C7）  写真は一部実際と異なる場合があります。

雄大な自然のなかで、気持ちを解き放つ。

力強く、道なき道を走破するパフォーマンス。

無限の可能性を拓く走りに、心が解き放たれる。



11 12Photo：V6 Upgrade Package  ボディカラー：オリックスホワイト マザーオブパールエフェクト（0R）＊ ＊：有償オプション  写真は一部実際と異なる場合があります。

絶対の信頼が、挑み続ける人生にあらゆる可能性を拡げていく。

最新技術を駆使した装備が確かな安心感をもたらし、

新たなステージへと駆け上るあなたを力強くサポートする。
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Quality

写真は一部実際と異なる場合があります。

細部にいたるまでこだわり抜かれた質感高いインテリア。

なめらかなラインで構成されたエクステリアの造形美。

そこには決して色褪せることのない気品が溢れ、

磨き抜かれた美しさが、深い満足感をもたらす。



15 16Photo：V6 Upgrade Package  シート：コーンシルクベージュ/レザー（JZ）  オプション装着車  オプション設定の詳細につきましては、P.35主要装備表をご確認ください。  写真は一部実際と異なる場合があります。

温かみあるウッドと、丹念になめされた上質なレザー。

厳選した素材を巧みに調和させたディテールが、

洗練されたモダニズムをインテリアに演出する。

Interior
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乗るすべての人に開放感をもたらす、伸びやかな空間。

インストゥルメントパネルからドアトリムへと流れる

一体感のあるデザインが、室内に優雅な時を演出する。

シートに身をゆだねた瞬間から、格別の心地よさに包まれる。

Photo：V6 Upgrade Package  シート：コーンシルクベージュ/レザー（JZ）  オプション装着車  オプション設定の詳細につきましては、P.35主要装備表をご確認ください。  写真は一部実際と異なる場合があります。
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自然との共生と、快適な走りをもたらすのは、Volkswagen独創の技術です。

Start/Stopシステムやブレーキエネルギー回生システムを採用した環境技術BlueMotion Technologyを搭載。

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

自動的にアイドリングをストップし、燃費を良くする

“Start/Stopシステム”
バッテリーへの充電を効率良くおこなう

“ブレーキエネルギー回生システム”

①停車させ、ブレーキを
　踏みつづける。 ③スムーズに発進。②ブレーキから足を離す。

エンジン再始動

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、エンジンがスムーズに再始動するので走りの

快適さも損なわれません。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の負荷を低減し、無駄な燃料消費を抑えます。

クルマの減速エネルギーを効率良く電力に変換。 充電によるエンジンの負荷を低減。

燃 料 消 費 効 率 を 高 め る

燃料を使うことなくバッテリーへの充電量を増加。 充電のための燃料消費を削減。

エンジン停止
▼

アイドリングによる燃料消費をカット

アクセルから足を離して減速した時 アクセルを踏み込んで加速した時

3.6ℓ V6 FSI®エンジン
独創の狭角V型レイアウトと、燃料を燃焼

室に直接高圧噴射するFSI®テクノロジーを

融合したパワーユニット。可変バルブタイミ

ングコントロールや可変マニホールドなど

により、ゆとりあるダイナミックな走りを実現。

最高出力206kW（280PS）/6,200rpm、最大

トルク360Nm（36.7kgm）/2,900‐4,000rpm

と、広範囲に豊かなトルクを発揮します。

Photo：V6 Upgrade Package  ボディカラー：リーフブルーメタリック（0A）  写真は一部実際と異なる場合があります。

Technology

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。写真は一部実際と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、P.35主要装備表をご確認ください。

8速オートマチックトランスミッション
変速時のエンジン回転数の変化を最小限

に抑え、効率の良いシフトチェンジでなめら

かな加速を実現。高速域では回転数を低く

抑えることができるため、燃料消費量を削減

できます。

※写真はV6 Upgrade Package、オプション装着車。
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Performance

写真は一部実際と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、P.35主要装備表をご確認ください。

直噴技術を駆使した3.6ℓV6 FSI®エンジン、あらゆる道で力強いパフォーマンスを生み出すエンジンに、そのパワーを引き出す

8速オートマチックトランスミッションを採用。さらに、急斜面や荒れ地でも優れた走破性を発揮するフルタイム4WDシステムを備え、

卓越した走破性を実現します。Touaregは道を選ばず、あなたの世界を大きく広げます。

CDC＊エアサスペンション
前後に配された4つの車高センサーが、ボディと車軸間

の距離を測定し、常にベストな車高を維持。オンロード

では車高を低く保ち、空力特性とともに高速での走行

安定性を向上。ラフロードでは車高を上げ、悪路での

走破性を高めます。

［Upgrade Packageにオプション設定］

＊：CDC＝コンティニュアス・ダンピング・コントロール（連続可変ダンパーコントロール）

ダンパーコントロール機能
センターコンソールに設置したダイヤルにより、ダンパー

の減衰力が調整可能。快適性の高い「COMFORT」、

ハードな走りを楽しめる「SPORT」、バランスの良い

「NORMAL」の中から、サスペンションの固さを選択する

ことができます。

［Upgrade Packageにオプション設定］

※（　）内はCDCエアサスペンション非装着車の値。

ラフロードインフォメーション
ラフロード走行に役立つ情報をリアルタイムでディスプレイに表示。車両の

状況や方位などを視覚的に把握できます。

フルタイム4WDシステム

4MOTION Terrain Tech
デフロックやローレンジを備えたフルタイム4WDシステム。オンロード

走行では前後40：60に駆動力を配分。路面状況によっては、センター

デフに内蔵された電子制御マルチプレートデフロックが、前後に伝える

駆動力を最大100％まで無段階に自動調整。最大で0：100から100：0

まで前後にトルク配分を行います。

※各数値は、路面や天候・積荷などの状態により異なります。機構説明用につき実際のものとは一部異なります。

アプローチアングル：30°（26°）／ディパーチャーアングル：30°（27°）
［V6 Upgrade Package（コンフォートパッケージ装着車）］

ランプブレークオーバーアングル：27°（21°）［V6 Upgrade Package（コンフォートパッケージ装着車）］

走行可能な水深：580mm（500mm）［V6 Upgrade Package（コンフォートパッケージ装着車）］

最大側方傾斜度：35° 最大登坂能力：45°

極限の道に挑む。その比類なき走破性が、冒険心を満たす。

卓越した走破性を実現する、
ラフロード性能。

Photo：V6 Upgrade Package  ボディカラー：タングステンシルバーメタリック（K5）  写真は一部実際と異なる場合があります。
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Safety

画像およびイラストは、機構説明用につき実際のものとは異なります。写真は一部実際と異なる場合があります。

アダプティブクルーズコントロール“ACC”
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。高感度

な複数のレーダースキャンにより先行車を測定。自動的に加減速を行い、

一定の車間距離を維持します。低速域でも作動し、先行車両が完全に停止

するまでの範囲で制御が可能。作動状況はマルチファンクションインジ

ケーターで視覚的に確認できます。ドライバーの負担を軽減し、より快適な

運転を楽しめます。

＊：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　

追従制御 ： 先行車を感知すると、自動で速度を制御し任意設定された車間距離を保ちながら追従走行を行います。

発進・追従制御 ： 再度アクセルを踏み込んだ場合、発進し追従制御を再開します。

レーンデパーチャーワーニングシステム“Lane Assist”
時速65km以上での走行時、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、ステアリングの振動でドライバーに注意喚起を行います。その

際、マルチファンクションインジケーターには走行車線マーキングを表示し、ドライバーのステアリング操作を

サポートします。［Upgrade Packageに標準装備］

すべての安全技術は、すべての人の安心を守るために。

※V6 Upgrade Packageの場合　※グレードにより装備の設定が異なります。設定の詳細につきましては、P35主要装備表をご確認ください。

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。万一に備える高い安全性が、Touaregならではの行動力を支えます。

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

●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） 
●レーンデパーチャーワーニングシステム“Lane Assist”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 運転手・同乗者　　           安全運転サポート
●レーンチェンジアシストシステム“Side Assist”

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

運転手・同乗者 　　　　　  注意喚起

●プリクラッシュブレーキシステム“Front Assist”（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 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　

運転手・同乗者 　　　　  衝突準備・回避

●ESC　●ABS‐EBD　●ABSプラス　●ブレーキアシスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  運転手・同乗者　　　　　　　 危険回避　

● 9エアバッグ　●高剛性ボディ
●ロールオーバーセンサー
●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）　　　　     　　　　　

運転手・同乗者 　　　　　衝突被害軽減

●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）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　 同乗者 　　　　　　　衝突被害軽減

●エマージェンシーストップシグナル　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 運転手・同乗者・周囲の車 　　　　危機回避

●ポストコリジョンブレーキシステム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運転手・同乗者・周囲の車 　　事故後の安全確保

●衝突感知自動ロック解除機能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  運転手・同乗者 　　　　事故後の安全確保 

※これら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、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。※QRコードで説明用動画をご覧いただけます。

レーンチェンジアシストシステム“Side Assist”
時速30km以上での走行時、リヤバンパー左右にある2つのレーダー

センサーが接近車両を検知するとドアミラーの専用インジケーターが

点灯。さらに車線変更時に危険を検知した場合、インジケーターの点滅

や警告音でドライバーに注意喚起を行います。

［Upgrade Packageに標準装備］

定速制御 ： 先行車がいない場合、あらかじめ設定された一定速度を維持し走行します。

減速制御 ： 先行車が減速＊するとブレーキを作動させ、適切な車間距離を保って停止します。
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ポストコリジョンブレーキシステム
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。自動でブレーキをかけて車両を時速

10km以下になるまで減速＊9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。

＊9：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。

ロールオーバーセンサー
車両が横転する可能性を感知するセンサー。横転の危険があると判断すると、自動的にサイドエア

バッグとカーテンエアバッグを開き、乗員を保護します。

エマージェンシーストップシグナル
高速走行時＊8に急ブレーキをかけると、ブレーキランプが自動点滅し、後続車に緊急制動を知らせ

ます。そのまま時速が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。

＊8：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お守りください。

Safety

画像およびイラストは、機構説明用につき実際のものとは一部異なります。※オプション設定の詳細につきましては、P.35主要装備表をご確認ください。

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。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、衝撃吸収構造を採用。衝突時

のエネルギーを効果的に分散･吸収

し、強固なキャビンが乗員を保護し

ます。さらに、ボディパーツやボン

ネットには衝撃を軽減する素材を

採用するなど、万一の際の歩行者

保護性能にも配慮しています。

9エアバッグ
衝撃の程度によって開く速度が

変化する2ステージ式の「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。

合計9個のエアバッグが優れた乗員

保護性能を発揮します。
プリクラッシュブレーキシステム“Front Assist”（シティエマージェンシーブレーキ機能付）
全速度域＊1において、レーダーにより前方の車両や障害物＊1を検知して、ドライバーに警告音と

警告灯による注意喚起を行い、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

動させる機能。街中から高速道路まで様々なシーンで、安全なドライブをサポートします。

※動画ではプリクラッシュブレーキシステム“Front Assist Plus”となっていますが機能は同じになります。

＊1：プリクラッシュブレーキシステム"Front Assist"が“ON”の時、車速約10km/h以上で前方の交通状況を検知します。車速約10km/h以上30km/h未満の
場合、前方の走行車両および静止した障害物を検知。車速約30km/h以上の場合、前方の走行車両のみ検知します。静止した障害物は検知しません。また、いずれの
速度域においても歩行者や小型の障害物には反応しません。

●各種ブレーキ機能の準備
●ドライバーへの警告

衝突の危険性を感知

●自動ブレーキ機能の作動

ドライバーによるブレーキ操作無し

●ブレーキ機能を最適化

ドライバーによるブレーキ操作

プリクラッシュブレーキシステム“Front Assist”
作動イメージ

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ブザーで休憩を

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。

■ESC装着車
■ESC非装着車

ESC＊2

万一の事態を回避するために、横滑りなどを防ぐESC＊2を採用。センサーにより車両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、ブレーキやエンジン出力を統合制御します。

ABSプラス
滑りやすい砂利道などでタイヤを小刻みにロック。路面上の砂利などをタイヤの前に押し出し制動距離

を最大20％短縮し、操舵性を確保します。

ESC＊2がコントロールする電子制御機能

●前後輪の制動力を適切に配分するEBD＊3付ABS＊4。　●ブレーキ圧を高め、ブレーキ制動距離を短くするBAS＊5。
●滑りやすい路面での発進時の走行安定性を確保するEDS＊6やTCS＊7。

＊2：ESC＝エレクトロニック・スタビリティ・コントロール ＊3：EBD＝電子制御式ブレーキ圧配分システム＊4：ABS＝アンチロック・ブレーキング・システム
＊5：BAS＝ブレーキ・アシスト・システム＊6：EDS＝エレクトロニック・ディファレンシャルロック・システム＊7：TCS＝トラクション・コントロール・システム

※これら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、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。※QRコードで説明用動画をご覧いただけます。
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分割可倒式のリヤシートは、前後に160mmのスライド調整ができ、シートバックレストは3段階にリクライニングが可能。ラゲージスペースは余裕の580ℓ＊を確保

しました。さらにリヤシートをスライドさせることで697ℓ＊に拡張、リヤシートを倒すことで、最大1,642ℓ＊の大容量を実現。荷物の形状や量に合わせて室内をフレ

キシブルにアレンジできます。また、高さ調整ができるスライディングカバーやラゲージネットパーティションなど、利便性の高い機能も充実しています。
＊：ISO測定法による。数値はドイツ公表値。

電動バックレストリリース
ラゲージスペースのサイドに操作スイッチを設置。ラゲージ側からワンタッチで、後席

の背もたれを倒すことができます。［Upgrade Packageに標準装備］

スライディングカバー
荷物の大きさに合わせてカバーの高さを調整できるスライディング

カバー。外から荷物が見えないようにプライバシーを保護し、走行時に

荷物が前席に飛び出すこともありません。

ラゲージネットパーティション
急ブレーキ時などに、ラゲージルームの荷物がキャビン内に侵入すること

を防ぎます。

ラゲージマネジメントシステム
ラゲージスペース床面のレールに、伸縮ロッドやストラップバンドを装着。簡単にスペースを区切ることができ、荷物をしっかりと固定できます。

写真は一部実際と異なる場合があります。

ゆとりの広さと使いやすさを備えた高機能ラゲージスペース。 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は光を室内に招き入れ、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。紫外線対策にも配慮し、UVカット機能付ガラスを採用。

直射日光をガードする電動サンシェードも装備しています。

［Upgrade Package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。※オプション設定の詳細につきましては、P.35主要装備表をご確認ください。

Luggage Space
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Equipment

MEDIA-IN
センターアームレスト内に設置されたマルチ

メディアソケット。iPod®/iPhone®＊3やUSB

デバイス＊7を接続し、ディスプレイに曲名を表

示しながらオーディオを再生できます。

＊7：iPod®/iPhone®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。
※ご使用の iPod®/ iPhone®やUSBデバイスによっては対応
していない場合があります。
※写真の小物は撮影用です。

RNS 850
Touareg専用に開発された純正HDDナビゲーションシステム。インテリアにフィットした高級感のある

デザインに加え、ディスプレイは8インチと大きく、視認性にも優れています。ナビゲーション機能には、

メディアセンター（CD録音機能）、3メディアVICSやボイスコントロールを搭載した60GBハードディスク

ナビを採用。さらに、ETC車載器＊1、フルセグ地上デジタルTVチューナー＊2、iPod®/iPhone®＊3／HDD

音楽再生（MP3、WMA＊4）＊5、Bluetooth®＊6オーディオ/ハンズフリーフォンにも対応。多彩な機能で

快適なドライビングを支えます。

※モニター画面はイメージです。

＊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®、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。
＊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。また音楽ファイルをHDDにコピーして再生すること
もできます。
＊6：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。

パークディスタンスコントロール（フロント/リヤ）／
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感知し、ディスプレイと警告音で知らせるシステム。

車両と障害物との距離や位置がわかりやすいイラストで表示され、安全

確認をサポートします。

2ゾーンフルオートエアコンディショナー
運転席と助手席、それぞれ独立して温度を設定できます。セン

サーが排気ガスなどを検知すると、自動的に外気導入から内気

循環に切り替わる、自動内気循環機能付。

アラウンドビューカメラ“Area View”
運転席からでは視認しにくい周囲の情報を、映像で提供するシステム。フロ

ント・左右サイド・リヤの4台のカメラにより、車両を上空から見下ろしている

ような合成画像をディスプレイに表示。それぞれのカメラの画像はワンタッチ

で切り替えられます。車両の周囲を視覚的に把握できるので、狭い路地で

の確認などに便利です。

※写真はフロントカメラの映像。

リヤビューカメラ“Rear Assist”
ギヤをリバースに入れると、車両後方の映像をディスプレイに映し出します。

画面にはステアリング操作に連動したガイドラインが表示され、車庫入れ

や縦列駐車などを容易にします。

サンブラインド（リヤ左右）
リヤドアに内蔵したローラータイプのブラインド。後部

座席への強い日差しをやわらげるとともにエアコン

効率を高め、快適な室内を保ちます。

オートライトシステム＆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。自動でヘッドライトを作動させ、ワイ

パーの作動間隔を調整します。

シートヒーター
運転席と助手席に装備。3段階の温度調整が可能で、寒い日でも

快適なドライビングを楽しめます。

［Upgrade Packageに標準装備］

フルカラーマルチファンクションインジケーター
7インチの大画面に、時刻､燃費、平均速度などの

情報や、ナビゲーションシステムと連動したルート

ガイドなどを表示します。

エレクトロニックパーキングブレーキ
スイッチ操作ひとつで、パーキングブレーキの作動・

解除が可能。さらにオートホールド機能をONにする

ことで、ブレーキペダルから足を離しても、ブレーキが

維持されます。発進・停車を繰り返す街中での運転

や坂道での発進に便利です。

写真は一部実際と異なる場合があります。

コーナリングライト
ロービームを点灯し時速10km以上でカーブを走行

する際、ステアリング操作に連動して作動するダイナ

ミックコーナリングライトを搭載。ヘッドライト照射角を

進行方向へと向け、適切に照らし出します。さらに時速

40km以下の場合、スタティックコーナリングライトが

自動点灯。交差点などで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。

タイヤ空気圧モニタリングシステム
前輪・後輪の詳細な空気圧を、マルチファンクション

インジケーターに表示します。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。

■ダイナミックコーナリングライト 
■通常のロービーム
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チタンブラック/ファブリック（TO）

コーンシルクベージュ/レザー（JZ）

チタンブラック/レザー（TO）

ナチュラルブラウン/レザー（TQ）

オプション装備

コンフォートパッケージ
CDCエアサスペンション（セルフレベリング、車高調整、ダンパーコントロール付）／
電動パノラマスライディングルーフ（電動サンシェード、UVカット機能付）

写真は一部日本仕様と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、P.35主要装備表をご確認ください。写真は一部実際と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、P.35主要装備表をご確認ください。

Lineup

Color Combinations

Touareg V6 / Touareg Upgrade Package

チタンブラック/ファブリック（TO）

チタンブラック/レザー（TO）

コーンシルクベージュ/レザー（JZ）

Seat Body Color

＊1：有償オプション  ※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。

V6

V6 Upgrade Package

ピュアホワイト
（0Q）

オリックスホワイト
マザーオブ

パールエフェクト（0R）＊1

ディープブラック
パールエフェクト
（2T）

サンドゴールド
メタリック
（4T）

タングステン
シルバーメタリック

（K5）

ブラックオーク
ブラウンメタリック
（P0）

リーフブルー
メタリック
（0A）

ムーンライトブルー
パールエフェクト
（C7）

ナチュラルブラウン/レザー（TQ）

3.6ℓV6 FSI®エンジンにフルタイム4WDシステム4MOTION Terrain Techを搭載。豊富な

機能を持つHDDナビゲーションシステムRNS 850や、ステアリングから手を離さずにオー

ディオ操作などが行えるレザーマルチファンクションステアリングホイールを標準装備。
V6

Corn Silk Beige / Leather

Titanium Black / Fabric

Titanium Black / Leather

Natural Brown / Leather
燃費・環境性能（国土交通省審査値）

燃料消費率＊2
エコカー減税＊39.8km/ℓ

排出ガス75%低減 平成27年度燃費基準＋10%

＊2：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。

＊3：正式名称「環境対応車普及促進税制」。詳しくはフォルクスワーゲン カスタマーセンターもしくは正規ディーラーにお問い合わせください。

Upgrade Packageには丁寧に仕上げたレザーシートを標準装備。さらに、コンフォートパッケージ

を選択すると状況に合わせてベストな車高を維持する“CDCエアサスペンション”と、室内をより

開放的にする電動パノラマスライディングルーフが装備されます。

V6
Upgrade Package

自動車取得税 40%減税

自動車重量税 25%減税



Moonlight Blue Pearl Effect
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ムーンライトブルーパールエフェクト（C7）

Black Oak Brown Metallic
ブラックオークブラウンメタリック（P0）リーフブルーメタリック（0A）

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

Oryx White Mother of Pearl Effect

Pure White
ピュアホワイト（0Q）

Reef Blue Metallic

Tungsten Silver Metallic
タングステンシルバーメタリック（K5） オリックスホワイト マザーオブパールエフェクト（0R）＊

Sand Gold Metallic
サンドゴールドメタリック（4T）

Body Colors



Equipment List Specifications
主要装備表
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

▲1：コンフォートパッケージ（電動パノラマスライディングルーフとCDCエアサスペンションはセットオプション。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：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。
＊3：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。＊4：iPod®/iPhone®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。＊5：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。＊6：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。
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。

V6 Upgrade Package

▲1

▲1

（　）はコンフォートパッケージ装着車

四面図（mm）主要諸元表

環境仕様

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）

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

名

m

km/ℓ

mm

cc

kW（PS）/rpm

Nm（kgm）/rpm

ℓ

4ドア ティプトロニック付8速Ａ/Ｔ 右ハンドル

4,815

1,945

1,745

2,905

1,650/1,670

205

　

5

5.5

9.8

  DBA‐7PCGRS（DBA‐7PCGRA）＊7

 　2,190（2,240）＊7

  DBA‐7PCGRS

2,190

車両型式

寸法／重量

乗車定員

性能

V6 Upgrade PackageV6

V6 Upgrade PackageV6

V6

●：標準装備　▲：オプション

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）

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

変速比

主要燃費向上対策

副変速機

変速比（高／低）

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

遊星ギヤ式

1.000／2.693

3.700

ダブルウィッシュボーン（スタビライザー付）／ダブルウィッシュボーン（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

255/55R18

電子制御式

100

無鉛プレミアム

トルクコンバーター

自動8段（前進）1段（後退）

CGR

V型6気筒DOHC（4バルブ）

89.0×96.4

3,598

11.4

206（280）/6,200

360（36.7）/2,900‐4,000

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／充電制御

第1速4.845/第2速2.840/第3速1.863/第4速1.436/第5速1.216/
第6速1.000/第7速0.815/第8速0.672/後退3.825

＊7：（ ）内はコンフォートパッケージ装着車の型式及び数値です。＊8：エバポレーター個数1個の場合。＊9：エバポレーター個数2個の場合。＊10：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）
●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

エンジン

諸装置

二酸化炭素（CO2）排出量

排出ガス

騒音

エアコン冷媒

237g/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：79dB／定常走行騒音：72dB／加速走行騒音：76dB

種類：R134a／使用量：850g＊8/1,100g＊9／GWP値：1,430／環境影響度目標値：150／目標年度：2023年
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ラゲージスペースの容量はISO測定法＊10による。（　）内は後席を倒した場合。

580（1,642）ℓラゲージスペース

1,
30

0
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（500）

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）／ABSプラス／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"／プリクラッシュブレーキシステム"Front Assist"（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

レーンデパーチャーワーニングシステム"Lane Assist"／レーンチェンジアシストシステム"Side Assist"

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／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

ロールオーバーセンサー／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）

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／オートアラーム（室内センサー、牽引防止）

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、LEDポジションランプ付）／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／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（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）／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／ヒーテッドウォッシャーノズル（フロント）／自動防眩ルームミラー

電動格納式リモコンドアミラー（ヒーター、自動防眩機能、リバース連動機能〈助手席〉付）

電動格納式リモコンドアミラー（ヒーター、自動防眩機能、メモリー、リバース連動機能〈助手席〉付）

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）

RNS 850（HDDナビゲーションシステム〈3メディアVICS内蔵〉､メディアセンター〈CD録音機能〉、DVD/CDプレーヤー、MP3/WMA＊1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､ボイスコントロール）／Bluetooth®オーディオ＊2／ハンズフリーフォン

MEDIA-IN（iPod®/iPhone®＊3、オーディオ外部入力、およびUSBデバイス接続装置＊4）／ETC（自動料金収受システム）車載器／8スピーカー

パークディスタンスコントロール（フロント/リヤ）／オプティカルパーキングシステム／アラウンドビューカメラ"Area View"／リヤビューカメラ"Rear Assist"（ステアリングガイド表示付）

Start/Stopシステム／ブレーキエネルギー回生システム／ヒルディセントアシスト／オートホールド機能（ヒルホルダー機能付）

スマートエントリー&スタートシステム "Keyless Access"＊5／エレクトロニックリモコンキー／センターロッキング機能／電動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／エントリーランプ

12V電源ソケット（センターコンソール内1個、ラゲージルーム内1個、後席1個）／AC100V電源ソケット（後席1個）

ティプトロニック／チルト＆テレスコピックステアリング／油圧パワーステアリング／サーボトロニックステアリング（速度感応式）

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）／エレクトロニックパーキングブレーキ

電動バックレストリリース

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/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）／ダブルサンバイザー（前席）

サンブラインド（リヤ左右）／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）

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）／メーター照度調整機能

シートベルト警告装置（運転席/助手席）／タイヤ空気圧モニタリングシステム

リヤスポイラー／クロームパッケージ（フロントグリルルーバー、エアインテークルーバー､フロントバンパー、サイドウインドー、サイドシル、トランクシルプロテクション、リヤバンパー）

アンダーガード（フロント）／シルバールーフレール／クロームツイン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（電動サンシェード、UVカット機能付）

高さ調整式シート（運転席/助手席）／分割可倒式シート（後席、スライド機能&リクライニング機能）

ファブリックシート／スタンダードシート（運転席/助手席）／高さ調整式ヘッドレスト（全席）／ランバーサポート（運転席/助手席）

レザーシート＊6／コンフォートシート（運転席/助手席）／パワーシート（運転席/助手席､8ウェイ〈前後/高さ/角度/リクライニング〉､運転席メモリー付）／パワーランバーサポート（運転席/助手席）

前後/高さ調整式ヘッドレスト（運転席/助手席）／高さ調整式ヘッドレスト（後席）／シートヒーター（運転席/助手席）／ウッドデコラティブパネル

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）／ステアリングヒーター／レザーシフトノブ

ドアシルプレート／ステンレストランクシルプロテクション

グローブボックス（ロック、エアコン送風口付）／サングラスホルダー／ダッシュボードアッパーボックス／ドアポケット（フロント/リヤ）

ラゲージネットパーティション／ラゲージフック／スライディングカバー／ラゲージネット／ラゲージマネジメントシステム

シートアンダートレー（運転席/助手席）／シートバックポケット（運転席/助手席）

4MOTION Terrain Tech（フルタイム4輪駆動、センターデフロック/リヤデフロック付）／255/55R18タイヤ／8J×18アルミホイール（5ダブルスポーク）

CDCエアサスペンション（セルフレベリング、車高調整、ダンパーコントロール機能付）

スペースセービングスペアタイヤ／三角停止表示板

Volkswagen ServicePLUS／タイヤ応急修理キット
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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。
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Touaregをより個性的に彩ります。

※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。　

01 アンダープロテクション（フロント）：バンパー下側に装着する専用デザインの純正アンダープロテクション。フロントフェイスに表情を与え、車両全体の質感を高めます。

04 Diorit/ディオリット

ホイールサイズ：8.5J‐19

インセット：59mm　

適合タイヤサイズ：265/50R19

カラー：シルバー

05 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。
06 マッドフラップ：タイヤから巻き上げられる水や泥をシャットアウト

して、ボディが汚れるのを防ぎます。タイヤハウスラインに合わせたスタイ

リッシュなデザインを採用。

03 Sima/シマ

ホイールサイズ：7.5J‐17

インセット：50mm　

適合タイヤサイズ：235/65R17

カラー：シルバー

写真は一部日本仕様と異なる場合があります。

02 アンダープロテクション（リヤ）：ボリューム感の

あるリヤビューを演出します。

写真は一部日本仕様と異なる場合があります。

Volkswagen Accessories



※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。　

14 サンブラインド：直射日光を遮って、快適な室内環境を保ちます。

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（タイヤ含む）
まで対応。※装着には、キャリングロッドが必要です。

11 ラゲージトレー：エッジ部が高い防水トレーです。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。ポリエチレン製。
12 ラゲージライナー：スポーツギアなどの小物を効率良く収納できるパーティションと、

走行中に荷物が飛び出ることのないカバー付。

写真は欧州仕様車。 写真は欧州仕様車。

13 ドアシルプロテクションフィルム：乗り降りの際などに傷つきやすい、ドアシルを保護する

実用性の高いフィルム。合成樹脂製の透明フィルムのため、オリジナルの美しさを損なうことなく

保護してくれます。

07 キャリングロッド：専用設計で確実に装着ができ、別売アタッチメントを取り付けて使用します。軽量で

サビにも強いアルミ製。

08 ルーフボックス：左右お好みの方向で開閉できます。
※使用しない時は、車両より取外してください。取付の際はキャリングロッドが必要です。

09 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。
※装着には、キャリングロッドが必要です。

15 フロアマット：フロアスペースに合わせてデザインした専用フロアマット。

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。「リプレ」と

「グレース」の2種類からお選びいただけます。
※写真のマットとは形状が異なります。

16 Volkswagen G1 ISOFIX DUO plus Top Tether：

安全で利便性の高い純正チャイルドシート。

リプレ：ブルー グレース：ブラウン

39 40
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1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

サ
ポ
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム

有償
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）

※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。

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。

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。

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。）

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。

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。
5年間無料・24時間のサポートサービスです。

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。

5年間・24時間体制のエマージェンシーアシスタンス2

24時間対応のフォルクスワーゲン カスタマーセンター3

3年間・走行距離無制限の一般保証1

一般保証を1年間または2年間延長できるプログラム。

12年間 錆穴の保証4

3年間 塗装保証5

2年間 純正部品の保証6

ただし、36ヶ月目の車検整備にかかる費用及び消耗部品の交換費用は含まれません。 なお、ブレーキフルードに限り、初回車検整備時に交換可能です。
＊：車両がエンジンの稼働時間や走行状況等を診断し、最適なサービス時期をディスプレイ上に表示します。点灯時期（走行距離15,000km～30,000kmもしくは1年ごと）は各車両により異なります。

新車登録から36ヶ月目の車検前まで無償で実施。
プログラムの規定に基づき、法定点検やメーカー指定の定期点検、さらに消耗部品の交換を無償で実施します。
車検前までは基本的なメンテナンス費用のご心配はほとんどなく、常に最高のコンディションでお車にお乗りいただけます。

※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。

1年間の走行距離が8,000kmとした場合の
メンテナンス例

10,000km 20,000km

1年目 2年目

メーカー指定点検
（ポーレンフィルター）

法定1年点検法定1年点検無償

無償

無償

無償

メーカー指定点検（エンジンオイル・オイルフィルター）

法定1年点検

メーカー指定点検

指定・消耗部品

サービスインジケーター点灯時＊に
エンジンオイル・オイルフィルター交換。

2年もしくは60,000kmでの
ポーレンフィルター交換。

エンジン・ブレーキ・足回り・トランスミッション・
電気系・ステアリング等、25項目の点検。

点検時の状態により交換・補充。

新車登録日
から

36ヶ月目の
車検前まで

ワイパーブレード・ブレーキパッド・ライトバルブ類交換／冷却水・ウォッシャー液・エンジンオイル補充

無償

Touaregには、

ご購入時から大きな安心が

ついています。

After Service

Volkswagen ServicePLUS

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

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）
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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 Lifestyle

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。

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。

Volkswagen Financial Services

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

［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

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。

フォルクスワーゲン自動車保険プラス

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」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。

据置価格と同額での買取を保証します。

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。
フロントガラスやタイヤ、ボディへの損害を補償する
「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。

“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。

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。

据置価格設定型ローン
「ソリューションズ」でお買い上げ
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