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気品あふれるシンプルかつ精悍なデザイン。

スライドドアの向こうには、寛ぎの3列シートが広がる。

上質な走りを予感させるそのボディには、

Volkswagen独創の環境技術BlueMotion Technologyをはじめ、

革新の技術を搭載。

快適性、安全性、環境性を高いレベルで融合したSharan。

このクルマは、大切な家族とのライフシーンを豊かに彩る。

満ち足りた時間をつくり出す、

先進のテクノロジーと大いなるゆとり。
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Photo：TSI Highline　ボディカラー：リフレックスシルバーメタリック（8E）
写真は一部日本仕様と異なる場合があります。



スタイリッシュで流麗なフォルム。

存在感を主張するその姿は、

優美で落ち着きのある雰囲気を醸し出す。
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Photo：TSI Highline　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。



1.4ℓTSI®エンジン×6速DSG®トランスミッション搭載。

そして先進の環境技術BlueMotion Technologyを採用し、

環境に配慮した走りを実現する。
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Photo：TSI Highline　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。



思うままに室内空間を創造できる。

多彩で機能的なシートアレンジが、

家族と過ごす休日の楽しみ方を自由に拡げてくれる。
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Photo：TSI Highline　シート：チタンブラック/レザー＆アルカンターラ（JJ）
写真は一部日本仕様と異なる場合があります。

全席独立型、ゆとりの3列シート。

快適性と機能性にこだわり、精緻に作り込まれた上質の空間が、

乗る人すべてに寛ぎをもたらす。





街を、郊外を、颯爽と駆け抜けるSharan。

その走りをもたらすのはVolkswagen独創のテクノロジー、TSI®エンジンとDSG®トランスミッション。

そして、BlueMotion Technologyとの組み合わせにより、卓越した走行性能と高い環境性能を実現。

「平成27年度燃費基準＋20%」を達成し、「平成17年排出ガス基準75％低減レベル」も取得。エコカー減税の対象となります。
さらにTSI®エンジンは、「インターナショナル エンジン オブ ザ イヤー」の1.0ℓ‐1.4ℓ部門で
ベストエンジンに6年連続で選出されるなど、世界各国で高い評価を受けています。

Photo：TSI Highline　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。

自動車取得税
自動車重量税 100%減税

エアコン冷媒

JC08Hモード+JC08Cモード

騒音

排出ガス

環境仕様

一酸化炭素（CO） g/km 1.15

非メタン炭化水素（NMHC） g/km 0.013

窒素酸化物（NOx） g/km 0.013

近接排気騒音 dB 76

定常走行騒音 dB 67

加速走行騒音 dB 71

種類 R134a

使用量 g 1,000

排出ガス75%低減

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。

※掲載のイラストは、機構説明用につき実際のものとは一部異なります。
※詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。

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。

※掲載のイラストは、機構説明用につき実際のものとは一部異なります。

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

燃費・環境性能

（国土交通省審査値）
燃料消費率＊1

エコカー減税＊2

13.5km/ℓ

二酸化炭素（CO2）排出量 （JC08モード走行 燃費値換算） g/km 172
＊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。

インターナショナル エンジン オブ ザ イヤー2011
1.0ℓ-1.4ℓ部門のベストエンジン 第1位
世界36ヶ国76名のモータージャーナリストによって構成される「International Engine of the Year Awards 2011」
審査委員会により選定。1.4ℓTSI®ツインチャージャーにて受賞。

●インターナショナル エンジン オブ ザ イヤー2009、2010大賞  ●グリーン エンジン アワード2009

平成27年度燃費基準＋20%

洗練された走りと環境性能の融合が、新たな歓びを生む。

Ecology

＊2：エコカー減税●正式名称「環境対応車普及促進税制」●自動車取得税の軽減措置は平成24年4月1日から平成27年3月31日まで、自動車重量税の軽減措置は平成24年5月1日から平成27年4月30日
までの新規ご登録車が対象となります。
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2.5ℓエンジン並＊1のトルクを発生する1.4ℓTSI®エンジン。

そして、そのパワーを無駄なく駆動輪に伝える6速DSG®トランスミッション。

この2つの組み合わせにより、
発進した瞬間からの力強い加速と、切れ目のない伸びやかな走りを実現。

また、軽量でありながら高い剛性を持つボディは

Cd値0.299と空力特性にも優れ、高い静粛性を生み出します。
＊1：当社調べ。

革新のテクノロジーと高い基本性能がもたらす卓越したパフォーマンス。

DSG®トランスミッション
マニュアルギヤボックスを基本とした2つのクラッチを持つトランスミッションが、切れ目のない滑らかな加速

をもたらします。TSI®エンジンとの組み合わせは、より優れた燃費効率とCO2排出量削減を実現。環境に

配慮しながら、伸びやかで心地よい走りを両立させる革新のテクノロジーです。

6速DSG®

走行中は片方のギヤセットにトルクが伝えられ、もう一方のギヤセットにはあらかじめギヤを締結。

常に次のギヤをスタンバイしています。シフトチェンジの際、片方のクラッチが離れた瞬間、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＊2と瞬きするほどの時間に

シフトチェンジでき、エンジンパワーを途切れることなく伝達します。

＊2：当社調べ。

1.4ℓTSI®ツインチャージャー

優れた燃焼効率を誇るコンパクトな直噴4気筒

エンジンに、2つの過給機を組み合わせたツイン

チャージャーエンジン。発進から低・中速域に

かけてはスーパーチャージャーが、高回転域から

はターボチャージャーがスムーズに過給を受け

継ぎ、全域にわたり高いパフォーマンスを発揮。

1500回転の低回転域から240Nmの高トルクを

発生し、発進した瞬間から力強く滑らかな加速を

実現します。

TSI®エンジン
必要な動力性能を確保しながら、エネルギー効率を高め燃料消費量を抑制。これがVolkswagenの提唱

する、ダウンサイジングコンセプト。可能にしたのは、シリンダー内に必要な量だけ直接燃料を噴射する直噴

技術と、効率良く多量の空気を送り込む過給機。この2つを組み合わせた「直噴＋過給」システムにより、

TSI ®エンジンは優れた燃焼効率と高出力を実現します。小排気量であっても、高いパフォーマンスと

優れた燃費性能を発揮。アクセルペダルを踏み込んだその瞬間から、すぐにその実力を実感できます。

機構説明用につき実際のものとは一部異なります。

総排気量：1,389cc
最高出力：110kW（150PS）/5,800rpm（ネット値）
最大トルク：240Nm（24.5kgm）/1,500-4,000rpm（ネット値）

回転数（rpm）
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Photo：TSI Highline　ボディカラー：ナイトブルーメタリック（Z2）
写真は一部日本仕様と異なる場合があります。
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安全性の基本となるのは、超高張力鋼板を随所に採用した高剛性ボディ。

そして、衝撃を分散・吸収するクラッシャブルゾーンや頑強なフレームに囲まれたキャビン、

9個のエアバッグなどによって優れた衝突安全性を実現します。
さらに先進の電子制御テクノロジーESP＊1を搭載。

ブレーキやエンジン出力を統合制御し、高い危険回避能力を発揮します。

欧州のユーロNCAPにおいては最高レベルの5スター＊2を獲得し、

その確かな安全性能が証明されています。

＊1：ESP=エレクトロニック・スタビリゼーション・プログラム
＊2：欧州仕様車、2010年発表。

機構説明用につき実際のものとは一部異なります。

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。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。
※写真は一部仕様が異なる場合があります。

エアバッグ
運転席/助手席の「フロントエアバッグ」、1列目と2列目の「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。

危険を回避し大切な家族を守る。妥協のない安全性能。

Sharanは、欧州の公的自動車安全評価であるユーロNCAPにおいて、

最高水準の5スターを獲得。事故を未然に防ぐ安全技術や、衝突時の

乗員保護性能などによる高い安全性が実証されました。

ニーエアバッグ（運転席）
衝突時のステアリングコラムやインストル

メントパネルとの接触による膝への衝撃を

吸収し、ドライバーの脚部を保護します。

機構説明用につき実際のものとは一部異なります。

ESP＊1

万一の事態を回避するためにESP＊1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。障害物を回避した時や、滑りやすい路面

などでの横滑りを防ぎ、走行安定性を高めます。

ESP＊1がコントロールする電子制御機能

●左右輪の路面状況が異なる場合でも、常に安定したハンドリングを提供するDSR＊3。

●前後輪の制動力を適切に配分するEBD＊4付ABS＊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。

＊1：ESP＝エレクトロニック・スタビリゼーション・プログラム
＊3：DSR＝ドライバー・ステアリング・リコメンデーション
＊4：EBD＝電子制御式ブレーキ圧配分システム
＊5：ABS＝アンチロック・ブレーキング・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

機構説明用につき実際のものとは一部異なります。

ダイナミックコーナリングライト
ロービームを点灯し10km/h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。

■ダイナミックコーナリングライト
■通常のロービーム

■ESP装着車
■ESP非装着車

17 18

シートベルト警告灯
全席のシートベルト着用の有無を知らせます。運転

席と助手席はアイコンとアラームで警告。2列目と

3列目はマルチファンクションインジケーター内に

アイコンで表示します。また、2列目中央席を含む

全席に、3点式シートベルトを標準装備しています。

モビリティタイヤ
タイヤ内部の特殊構造により、直径5mm以下の穴であれば、

速やかにパンク穴を塞ぎます。エア漏れを防ぎ、継続走行

が可能です。＊8

＊8：タイヤの損傷に気がついた場合は、できるだけ早く正規ディーラーでの点検を
行ってください。点検の結果、タイヤ交換をお願いする場合もございます。定期的な
タイヤ点検を推奨いたします。

ISOFIX基準適合
チャイルドシート固定装置
2列目と3列目のすべてのシート

に装備しています。ISO（国際標準化機構）規格のシート

固定方式により、固定用フックとチャイルドシート側の取付

アームを連結。ワンタッチで確実に装着ができます。

※写真は装着例です。ISOFIX対応チャイルドシートはフォルクスワーゲン純正アクセサリーです。

※オプション設定の詳細につきましては、P33主要装備表をご確認ください。

機構説明用につき実際のものとは一部異なります。

Safety

機構説明用につき実際のものとは一部異なります。

CL ：TSI Comfortline HL ：TSI Highline

HL に標準装備 CL ［　　　  にオプション（バイキセノン

ヘッドライトパッケージ）］　　　　　　　 



開口幅の大きなスライドドアと、イージーエントリー機能により

3列目への乗り降りもスムーズ。
全席独立型のシートは、荷物の量や乗る人の数に合わせて

フレキシブルにアレンジが可能です。

2列目と3列目は簡単に折畳め、手軽に大容量の
ラゲージスペースを作り出すことができます。さらに助手席を

倒すことで長さのある物も積載可能。ゆとりの広さと

便利なシートアレンジが、多彩なライフシーンに応えます。

5人乗り
3列目をすべて格納。
実用的なラゲージスペースを確保します。

2人乗り
2列目を折畳み、3列目を格納。
広大なラゲージスペースが出現します。

7人乗り
全席独立型のシートには、それぞれ3点式シートベルトが標準装備されます。

3列目シートアレンジ
3列目シートのショルダーにあるレバーを引くと背もたれが折畳まれ、簡単にフラットなスペースを作れます。また、シートのヘッドレストは不要時に背もたれ内に収納でき、広い後方視界を確保できます。

自由な発想で、自在に使える

3列7人乗りのゆとり空間。

Seat arrangement

※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、P33主要装備表をご確認ください。

イージーエントリー機能
2列目シートのショルダーにあるレバーを軽く引くだけで、座面の後端が持ち上がり、シート全体が前方に大きくスライド。

ワンタッチで簡単に広い乗降スペースを作り出せます。

2列目シートアレンジ
3つの独立型シートは、それぞれ個別に最大20度のリクライニングと、前後160mmのスライドが

可能。さらにシート脇のレバー操作ひとつで簡単に折畳めます。

ラゲージスペース
3列目シート使用時でも約3 0 0ℓの容量を確保。2列目と3列目を折畳むと、

最大2,297ℓ＊のフラットでスクエアなスペースを作ることができます。

さらに助手席を倒すことで、2.95mの長い荷物も積み込めます。
＊：ISO測定法による。数値はドイツ公表値。
※レザーシート装着車（受注生産オプション）は助手席を倒すことができません。
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写真はイメージです。

1 2 3 4
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すべてのシートは座り心地に優れ、

長距離ドライブも疲れにくく、快適に過ごせます。

さらにパワースライドドアをはじめ、3ゾーンフルオートエアコンや
オプティカルパーキングシステム＊1を標準装備。

1列目から3列目まで、乗る人すべてに心地よい空間をもたらします。
高級感あふれるレザーシートをオプションに設定しています。

Sharan TSI Comfortline

＊1：714SDCW装着車には装備されま
せん。＊2：エコカー減税●正式名称
「環境対応車普及促進税制」●自動
車取得税の軽減措置は平成24年4月
1日から平成27年3月31日まで、自動車
重量税の軽減措置は平成24年5月
1日から平成27年4月30日までの新規
ご登録車が対象となります。

レザーシートパッケージは受注生産オプション。

21 22※オプション設定の詳細につきましては、P33主要装備表をご確認ください。

ボディカラー：リフレックスシルバーメタリック（8E）
バイキセノンヘッドライトパッケージはオプション。

自動車取得税
自動車重量税100%減税

燃料消費率＊3

13.5km/ℓ

（国土交通省審査値）

＊3：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。

排出ガス75%低減 平成27年度燃費基準＋20%

燃費・環境性能エコカー減税＊2



13.5km/ℓ

質感の高いレザー&アルカンターラシートを標準装備。
高級感あふれるレザーシートをオプションに設定しています。

スマートエントリー&スタートシステム“Keyless Access”や、

パワーテールゲートなど便利な装備も充実。

さらにマルチファンクションステアリングやパドルシフトが、

ドライビングをより愉しく、上質なものへと高めます。

Sharan TSI Highline

電動パノラマスライディングルーフは受注生産オプション。
レザーシートパッケージは受注生産オプション。

23 24

ボディカラー：ディープブラックパールエフェクト（2T）
電動パノラマスライディングルーフは受注生産オプション。

＊1：エコカー減税●正式名称「環境
対応車普及促進税制」●自動車取
得税の軽減措置は平成24年4月1日
から平成27年3月31日まで、自動車
重量税の軽減措置は平成24年5月
1日から平成27年4月30日までの新規
ご登録車が対象となります。

自動車取得税
自動車重量税100%減税

燃料消費率＊2

排出ガス75%低減

（国土交通省審査値）

平成27年度燃費基準＋20%

※オプション設定の詳細につきましては、P33主要装備表をご確認ください。

＊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。

燃費・環境性能エコカー減税＊1
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写真はイメージです。

“Easy Open”：“Keyless Access”
パワーテールゲートと連動した機能で、キーを保持した人間がリヤバン

パー下方において足で所定の動作をすると、センサーが反応し、自動で

テールゲートが開きます。この機能により、荷物等で両手がふさがって

いる状態でも、テールゲートに触れることなく開けることができます。

誤作動防止のため、キー保持者が車外のテールゲートの付近にいる

場合のみ作動します。

機構説明用につき実際のものとは一部異なります。

パワースライドドア（リヤ左右）
ドアハンドルまたはセンターコンソールのスイッチ、リモコンキーの操作で自動開閉が可能。

雨の日や、荷物で両手が塞がっている時の乗り降りに便利です。

また、障害物が当たると自動的にドアが反転する挟み込み防止機能付。

写真はイメージです。

Equipment

操作スイッチ（センターコンソール）操作スイッチ（センターコンソール）

パワーテールゲート
リモコンキーで自動開閉が可能。障害物が当たると自動的に停止する

挟み込み防止機能を備え、安全性にも配慮しています。テールゲート

ハンドルまたはセンターコンソールのスイッチでも操作できます。

お好みの角度にできるオープン角度調整機能付。

※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、P33主要装備表をご確認ください。

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ます。車体の傾きに反応

して上下の光軸を自動調整するオートハイトコントロール機能付。内部まで美しく精密に

作り込まれたデザインや、ポジションランプに採用したLEDランプが精悍な個性を主張

します。

自動防眩ルームミラー
後続車両のライトの光量に応じて、自動的

に反射を減光します。

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。

HL に標準装備

HL に標準装備

HL に標準装備

CL ［　　　  にオプション（バイキセノンヘッドライトパッケージ）］

CL ：TSI Comfortline HL ：TSI Highline

Photo ボディカラー：ナイトブルーメタリック（Z2）



写真はTSI Highline

写真は後席操作パネル。

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映し

出します。画面にはガイドラインが表示され、車庫入れ

や縦列駐車などの際に安全確認をサポートします。

27 28※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、P33主要装備表をご確認ください。

Equipment

Volkswagen純正ナビゲーションシステム“714SDCW”
インテリアに調和する洗練されたデザインやマルチファンクションスイッチに

よる操作など、純正ならではの特長に加え、自然な対話で目的地を設定できる

最先端の音声認識技術「Intelligent VOICE＊1」に対応したAVナビゲーション

システムです。ナビゲーション機能には、リアルタイムの道路交通情報を受信

して効率的なルート検索を可能にする「DSRC（ITSスポット対応システム）」

を採用。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＊2や、CD／DVD／USBメモリによる音楽・

動画再生、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。

714SDCWには、この他にもたくさん先進機能が搭載されています。

詳細につきましては専用カタログをご覧ください。

RCD 310
AM/FMラジオ、CDプレーヤーなどに加え、CD-R/CD-RWに保存したMP3

やWMA形式＊3のオーディオファイルの再生が可能。また、携帯電話やiPod®＊4

などのポータブルオディオプレーヤーを外部入力端子に簡単に接続できます。

＊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：iPod®は、米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

3ゾーンフルオートエアコンディショナー
運転席、助手席、後席の3つのゾーンで温度などを独立して設定できます。

センターコンソールの背後には、2列目シートから操作できる後席用操作パネルを

設置。また、内気とウインドーガラスの温度差や室内の湿度をモニターし、フロント

ウインドーの曇りを抑えます。

写真はTSI Highline

＊1：Intelligent VOICEおよびSmart Access 4Carはクラリオン株式会社の商標です。＊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。

HL に標準装備

CL に標準装備

HL に標準装備 HL に標準装備

CL ［ 　　　 にオプション（714SDCWパッケージ）］　　　　　　　 

HL に標準装備 CL ［ 　　　 にオプション（714SDCW

パッケージ）］

CL ：TSI Comfortline HL ：TSI Highline

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、

ドライビングに役立つ情報を最小限の視線移動で確認できます。

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がステアリングから手を

離さずに操作でき、安全なドライビングをサポートします。同時に

ディスプレイでも動作が表示されます。

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を楽しむことができます。

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。



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。

オプティカルパーキングシステム＊1

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分かりやすい

イラストで表示され、安全確認をサポート

します。

＊1：714SDCWパッケージを装着した場合には装備されません。

Equipment

29 30

※車両が全ての操作を自動で行うシステムではありません。低い縁石や輪止め、超音波を反射
しないものなど、センサーで検知できないものもありますので、必ずドライバーが十分な安全
確認を行い、必要に応じて駐車プロセスを中断してください。また、フェンス、支柱、樹木、
周囲の車両の開いたテールゲート等は、センサーに検知されない場合があります。

【駐車プロセス中は次の事に注意してください】
（1）車両が自動でステアリング操作を行いますので、ステアリングから手を離してください。手を挟むなど
思わぬケガにつながるおそれがあります。
（2）車速がシステムの制限速度を超過しそうになると、ブレーキが作動して自動で減速する場合があります。
（3）車両が障害物に近づいて衝突するおそれがある場合、被害を軽減するために自動的にブレーキが
作動することがあります。
システムの各機能には限界があります。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。システムの作動条件等、その他の重要な注意事項がございます。詳しくは、正規ディーラーに
お問い合わせください。

機構説明用につき実際のものとは一部異なります。

縦列駐車のイメージ 車庫入れのイメージ

縦列駐車モードまたは車庫入れモードを選択し、駐車スペースの横を走行すると、超音波センサーで駐車可能なスペースを検出します。ドライバーがマルチ

ファンクションディスプレイ上に表示されるガイドに従って停車し、シフトをリバースギヤに入れると、駐車プロセスが開始されます。駐車プロセスでは、

ドライバーがマルチファンクションディスプレイ上に表示されるガイドに沿って、アクセル、ブレーキ、シフト操作を行うと、システムが自動的にステアリングを操作し、

定めた位置への駐車をサポートします。また、縦列駐車からの発進の際も、同様に車両がステアリング操作を自動で行い、スムーズな発進をサポートします。

※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、P33主要装備表をご確認ください。

駐車支援システム“Park Assist”
駐車支援システム“ParkAssist”は、縦列駐車・車庫入れの後退駐車

時に、駐車可能スペースの検出とステアリング操作を自動で行い、

駐車をサポートするシステムです。さらに、縦列駐車からの発進の際も、

同様に車両が自動でステアリング操作を行い、発進をサポートします。

ドライバーは、システムのガイドに従い、アクセル、ブレーキ、シフト

操作を行います。

※Web上にて、動画を使用し紹介しております。
詳しくは、http://www.volkswagen.co.jp/sharan/pa.htmlをご覧ください。

CL ：TSI Comfortline HL ：TSI Highline

CL に標準装備

HL に標準装備

シートバックテーブル
運転席と助手席のシートバックには

折畳み式のテーブルを装備。

カップホルダー

1列目から3列目まで、それぞれセンターコンソール

やサイドポケットに設置。ペットボトルやマグボトル

が収納可能です。

2列目サイドポケット 2列目カップホルダー

3列目サイドポケット（左側）

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、座面を

暖め寒い日でも快適なドライ

ビングを楽しめます。

スマートエントリー&スタートシステム
“Keyless Access”
キーを操作することなくドアロックの作動・解除や

エンジンの始動/停止が可能なシステム。ポケットや

鞄の中のキーを感知し、ドアハンドルに手をかける

とドアのロックが解除。コンソールのスタートボタン

を押すだけで、エンジンの始動・停止ができます。

※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。詳しくは
フォルクスワーゲンカスタマーセンターにお問い合わせください。

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。

電動パノラマスライディングルーフ
前席から2列目まで続くルーフは、室内に開放感をもたらします。電動サンシェード、UVカット機能付。［受注生産オプション］

HL に

標準装備

（レザーシートパッケージ）］　

CL ［ 　　　 にオプション
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〈　〉はTSI Highline
（　）は電動パノラマスライディングルーフ装着車
［　］は714SDCWオプション装着車

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）／ドライバー疲労検知システム"Fatigue Detection System"
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（1列目/2列目）／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/2列目左右）
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（2列目/3列目）
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（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／ヘッドライトウォッシャー
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）／オートライトシステム／フォグランプ（フロント/リヤ）／スタティックコーナリングライト
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
ヒーテッドウォッシャーノズル（フロント）
3ゾーンフルオートエアコンディショナー（運転席/助手席/2列目独立調整、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）
RCD 310（CDプレーヤー､MP3/WMA再生、AM/FMダイバーシティー）、オーディオ外部入力端子＊1

8スピーカー
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、スマートフォン接続対応iPhone®＊2/Android™＊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）
DSRC（ITSスポット対応システム）車載器（ETC機能付）／VTRケーブル及びUSBデバイス接続装置＊8

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／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）／パワースライドドア（リヤ左右、挟み込み防止機能付）
12V電源ソケット（センターコンソール2個、ラゲージルーム内1個）
12V電源ソケット（1列目1個、センターコンソール2個、ラゲージルーム内1個）
ティプトロニック／カミングホーム&リービングホーム／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／クルーズコントロール／エレクトロニックパーキングブレーキ
駐車支援システム"Park Assist"／Start/Stopシステム／ブレーキエネルギー回生システム／オートホールド機能（ヒルホルダー機能付）
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
リヤビューカメラ"Rear Assist"
スマートエントリー&スタートシステム"Keyless Access"＊9

パワーテールゲート（挟み込み防止機能、"Easy Open"機能付）／エントリーランプ
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（1列目/2列目/3列目）
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）／シートバックテーブル（運転席/助手席）／カップホルダー（1列目2個、2列目2個、3列目2個）／センターアームレスト（前席）
フットウェルランプ（1列目/2列目）
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（全席）／タイヤ空気圧警告灯／ブレーキパッド磨耗警告灯
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、サイドウインドー）／シルバールーフレール
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）
ファブリックシ－ト
レザー&アルカンターラシート
スポーツコンフォートシート（運転席/助手席）／高さ調整式シート（運転席/助手席）／パワーシート（運転席、2ウェイ〈リクライニング〉）／パワーランバーサポート（運転席）／ランバーサポート（助手席）
可倒式シート（助手席）／分割可倒式シート（2列目、スライド&リクライニング機能）
分割格納式シート（3列目）／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）／イージーエントリー機能（2列目左右）
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）
レザーシフトノブ
レザーシート＊10

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〉）／パワーランバーサポート（運転席/助手席）
シートヒーター（運転席/助手席）
グローブボックス（ロック、エアコン送風口付）／シーリングトレー注5／シートアンダートレー（運転席/助手席）注6／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）／シートバックポケット（運転席/助手席）／ラゲージフック／スライディングカバー
215/60R16モビリティタイヤ／6.5J×16アルミホイール
225/50R17モビリティタイヤ／7J×17アルミホイール
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

主要装備表 三面図（mm）
TSI Comfortline TSI Highline

mm
mm
mm
mm
mm
mm

kg
名

m

km/ℓ

mm
cc

kW（PS）/rpm
Nm（kgm）/rpm

ℓ

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

車両型式

寸法／重量

乗車定員

性能

172g/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：76dB／定常走行騒音：67dB／加速走行騒音：71dB
種類：R134a／使用量：1,000g

二酸化炭素（CO2）排出量

排出ガス

騒音

エアコン冷媒

エンジン

諸装置

225/50R17

1‐4速：4.375/5‐6速、後退：3.333
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

4ドア 6速DSG® 右ハンドル
DBA‐7NCTH

4,855
1,910

2,920

115
　1,830＊12

7
5.8

13.5

CTH
直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ+スーパーチャージャー（4バルブ）

76.5×75.6
1,389
10.0

110（150）/5,800
240（24.5）/1,500‐4,000

電子制御式

73
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）

1,765

1,555/1,605

1,750＊11

1,570/1,615

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／アイドリングストップ装置

第1速3.461/第2速2.150/第3速1.464/第4速1.078/
第5速1.093/第6速0.921/後退3.989

TSI Comfortline TSI Highline
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●：標準装備　▲：オプション　▲：受注生産オプション

▲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（▲1/バイキセノンヘッドライトとセットオプション。オーディオ外部入力端子、オプティカルパーキングシステムとの同時装着はできません。）
△1 ： レザーシートパッケージ（▲1/バイキセノンヘッドライト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との同時装着はできません。）
△2 ： レザーシートパッケージ（電動パノラマスライディングルーフとの同時装着はできません。）
注1 ： 受注生産（電動パノラマスライディングルーフ、△1/レザーシートパッケージとの同時装着はできません。）
注2 ： ▲1/バイキセノンヘッドライトとセットオプション。△1/レザーシートパッケージとの同時装着はできません。
注3 ： △2/レザーシートパッケージとの同時装着はできません。
注4 ： △2/レザーシート装着車には装備されません。
注5 ： 電動パノラマスライディングルーフ装着車はサングラスホルダーとなります。
注6 ： △1、△2/レザーシート装着車には装備されません。

＊1：714SDCW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。
＊2：iPod®およびiPhone®は、米国及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、Android™、Google Play™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登録商標です。
＊8：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）は別売りオプションとなります。
＊9：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。詳しくはフォルクスワーゲンカスタマー
センターにお問い合わせください。

＊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。

※各パッケージの装備を単独で選択することはできません。 ※受注生産は、納期に時間がかかりますのでご了承ください。
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。 

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

＊11：714SDCWパッケージをオプション装着時は全高が1,765mm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車両重量が1,860kgとなります。●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。

主要諸元表

環境仕様



※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。　

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Sharanをより個性的に彩ります。

35 36■ キャリングロッド ■ バイシクルホルダー ■ スキー&スノーボードホルダー（L/スライド）

ラゲージトレー（7名乗車用）　

■ ラゲージトレー
エッジ部が高い防水トレー。汚れたものや

濡れたものをそのまま積んでもラゲージ

ルームを汚しません。３列目シートを起こし

た状態でも使用できる「7名乗車用」もご
ざいます。

■ ラゲージライナー
ラゲージルーム全体を

カバーする一体成型タイプ

の大型トレーです。スポーツ

ギアなどの小物を効率よく

収納でき、走行中に荷物が

飛び出ることもありません。

■ エッジプロテクター
リヤゲートのエッジ部分

に取り付けて軽微な接触

などからリヤゲートを保

護します。

■ ペットセーフティ
後席の 3点式シートベルト
と前後のヘッドレストを

使って固定し、万一の衝突

の際にも大切なペットの

安全を守ります。

■ リヤバンパープレート
荷物の出し入れなどに

よるバンパー上部の傷

つきを防ぎます。
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●マイページマガジン

●メンバー限定プレゼント

●お得なキャンペーン情報

お客様専用ページ

ポイントプログラム

「フォルクスワーゲンオーナーズパス」は、オーナーの方だけにお届けする特別な一枚。

このパスをお持ちであれば、様々な特典が受けられます。入会費・年会費は無料。

まだの方は、今すぐご登録を。

さらに詳しい情報は

定期的な読み物、メンバー限定の

プレゼントなど、様々なコンテンツ

をお届けします。

アフターサービスをご利用

いただくと、都度ポイントを

獲得できます。たまったポイ

ントはオリジナルグッズなど

さまざまな特典にご利用

いただけます。
※ポイントプログラムは、フォルクスワーゲンオーナーズパスを
発行したディーラーの帰属する法人グループでのみ有効と
なります。

After Service Volkswagen Owner's Pass

※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。

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



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。

「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。

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。

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。

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
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。
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

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

［購入時］ ［3年後］
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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

Sharan

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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