


OPEN

PUSH

電　源

充電中

エラー

タイマー

OPEN

PUSH

1 2

e-drive for everyone.e-drive for everyone.

私たちにとって、クルマをつくることは、誰かの、いい暮らしを想うこと。

革新的な技術は、人々の生活に溶け込んでこそ意味がある。

だから私たちは、自分たちのクルマを、あたかも未来からやってきた、

特別なもののようには見せつけたりしません。

電気自動車という時代が求めるクルマを、もっと気軽で、カジュアルなものに。

あなたに、心地よい今を過ごしてもらいたいから、

電気自動車が、あたりまえの暮らしをつくっていきます。

さあ、はじまりはe-up!から。

私たちにとって、クルマをつくることは、誰かの、いい暮らしを想うこと。

革新的な技術は、人々の生活に溶け込んでこそ意味がある。

だから私たちは、自分たちのクルマを、あたかも未来からやってきた、

特別なもののようには見せつけたりしません。

電気自動車という時代が求めるクルマを、もっと気軽で、カジュアルなものに。

あなたに、心地よい今を過ごしてもらいたいから、

電気自動車が、あたりまえの暮らしをつくっていきます。

さあ、はじまりはe-up!から。

Photo ボディカラー：ピュアホワイト（0Q）　写真は欧州仕様車。日本仕様とは一部異なる場合があります。
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スタートした瞬間に感じる、力強い走り。

気持ちいい空気に包まれて楽しむエコ・ドライブ。

もちろん、スモールサイズだから狭い道もスムーズ。

そんなe-up!は、いつも一緒にいて、頼りになる友達みたいなクルマ。

スマートライフを実現する、理想のシティコミューター。

ロードノイズや風切り音の

防音にまでこだわって設計され、

静粛性が保たれた車内では、

きっと会話も弾むことでしょう。

もう、給油のためにガソリンスタンドに

行く必要はありません。

スマートフォンのように充電すれば、

いつでも走り出せるのですから。

Photo ボディカラー：ピュアホワイト（0Q）　写真は欧州仕様車。日本仕様とは一部異なる場合があります。

アクセルペダルを一踏みすれば、

いつだって力強く加速する。

モーターで走るe-up!には、

一味ちがった運転の

楽しさがあります。



5 6Photo ボディカラー：ピュアホワイト（0Q）　写真は欧州仕様車。日本仕様とは一部異なる場合があります。

＊：JC08モード測定値

小さなボディに大きな革新技術を乗せて、e-up!が走り出します。

発進してすぐ感じる電気モーターの力強いトルク。

低重心ボディが生み出すコンパクトカーとは思えない安定感。

1回の充電で185km＊走れる航続距離。

4人の大人が乗車できる優れたパッケージングや
シティエマージェンシーブレーキなど、up!の魅力はそのままに。

胸躍らせる軽快な走りが、きっとあなたを夢中にします。

up!らしさはそのままに。



確かな機能性を先進のパッケージングに詰めこんだ e-up!なら、

乗るすべての人が快適に過ごせます。

バッテリーを床面にフラットにレイアウトしているので、

室内空間は今までの up!とほぼ同じ。ラゲージルームには、

充電ケーブルもすっきり収納できます。

こだわりの専用装備。

7 8Photo ボディカラー：ピュアホワイト（0Q）　写真は欧州仕様車。日本仕様とは一部異なる場合があります。

ちょっぴり大きめなup!のフロントエンブレムを、

鮮やかなブルーで縁取り。e-up!のクリーンさを、

こだわりのデザインでさりげなく表現しています。

フロントエンブレム

e-up!ロゴ入りの専用ドアシルプレートが個性を

主張します。

ドアシルプレート

街中でe-up!を印象づけるのは、このアルミホイー

ルかもしれません。走っていても、止まっていても

スタイリッシュな15インチホイールを標準装備。
専用タイヤは路面との抵抗を減らして電力消費の

削減に貢献します。

専用アルミホイール／専用タイヤ

バッテリーを保護すると同時に、車体下面をフラット

化することで空気抵抗をさらに低減させています。

アンダーフロアカバー



白を基調としたクリーンな室内。

センターコンソールには車両情報ディスプレイ“touch + more”＊を搭載。

機能を、コンパクトにデザイン。

＊：詳細はP17をご覧ください。

9 109 10Photo ダッシュパッド：ピュアホワイト　写真は欧州仕様車。日本仕様とは一部異なる場合があります。



大人4人がゆったり座れる空間は、up!の広さとほぼ同じ。

ブルーのステッチをあしらったシートなど、

素材や仕上げにまでこだわったインテリアが、

乗るみんなに、心地よく快適な時間を届けます。

誰もが感じる、心地よさ。

11 12Photo シート：グレー/ベージュ（JY）　写真は欧州仕様車。日本仕様とは一部異なる場合があります。

シートヒーターがあれば
寒い日のドライブも快適。
身体と接触する部分だけ
をピンポイントで温める
ので、電力消費も抑えられ
ます。

シートヒーター

ステアリングホイールやシフトノブなどには、
e-up!らしい鮮やかなブルーステッチを施しました。

ブルーステッチ



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。
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床下に搭載されたリチウムイオンバッテリーは、総重量が230kgで、それぞれ12のセルを持った
17のモジュールにより構成されています。合計204のセルにより、374ボルトの電圧と18.7kWh
のエネルギー容量を提供します。さらにバッテリーを床面にフラットにレイアウトすることで重量

バランスを最適化し、安定感のある乗り心地を実現しました。

リチウムイオンバッテリー

高電圧バッテリー保証 8年/16万km

パワートレイン

ブレーキエネルギー回生システム

航続可能距離は、回生ブレーキレベルによってもコントロール可能です。ブレーキエネルギー

回生システムとは、車両の運動エネルギーを効果的に利用して、ブレーキをかけた際に発生する

減速エネルギーをバッテリーに充電するシステムです。回生ブレーキは、D1・D2・D3・Bの順で
エネルギー回収およびクルマの減速効果が高まります。また回生ブレーキが作動しないDを
選択した場合には、アクセルオフの状態でコースティング（慣性）走行となり、クルマの慣性エネ

ルギーを利用した効率的な運転を行うこともできます。回生レベルの切り替えは、ギヤセレクター

レバーを操作することで行います。
＊：回生レベルがD2以上になると、減速効果が大きくなるためアクセルオフだけでブレーキランプが点灯します。

中央に大きなスピードメーターを配置。スピードメーター内には「時刻、消費電力/平均消費電力、走行距離、
平均速度、運転時間、外気温度」などを表示できるマルチファンクションインジケーターを設置しています。
左にはパワーインジケーターを、右にはバッテリー残量計を配置。パワーインジケーターはメーターの色で
出力および、回生状態を確認することができ、バッテリー残量計は電力残量の確認ができます。

ドライビングプロファイル機能パワフルな加速や滑らかな走りなど、新次元の爽快なドライブフィールが、あなたの気分を大幅にアップさせます。
ドライビングプロファイル機能には、Normal、Eco、Eco+の３つのモードを設定。始動時は、
Normalモードに設定されていますが、Ecoモードもしくは、Eco+モードを選択すれば、より
航続距離を延ばすことができます。

Ecoモードでは、最高出力、最高速度、エアコンの出力などを抑制。Eco+モードにすると、航続
可能距離を最大にするため、さらに動力性能は制限され、エアコンは作動を停止します。

Eco、Eco+のモードであっても、アクセルペダルを踏み込んでキックダウンの操作を行えば、
フルパワー、最大トルク、トップスピードを引き出すことが可能です。

e-up!を駆動する60kW/82PSを発揮する電気モーターは、静止状態からアクセルペダルを
一踏みするだけで、4.9秒で60km/hに達し、12.4秒で100km/hまで加速可能で、クラスを超える
気持ち良い加速を実現しました。トップスピードは130km/hに達します。

スタート直後に
最大トルク！

e-up!専用メータークラスター

バッテリー残量計

マルチファンクションインジケーターマルチファンクションインジケーター

スピードメーター

ドライビング モード Normal

ノーマル

4.9秒

60kW

130km/h

210Nm

ECO

パワーレベル低下

6.1秒

50kW

120km/h

167Nm

ECO+

機能停止

7.6秒

40kW

95km/h

133Nm

パワーインジケーター

e-up!はアクセルを踏んだ瞬間からフルトルク。ガソリンエンジンでは体感できない力強い

加速を実現しました。

エアコン

0～60km/h 加速

最高出力（ピーク時）

最高速度

発進時の最大トルク

トルク

毎日のカーライフに充分な航続距離。

ドイツでは、クルマで通勤する人

など全ドライバーの約80％が、
一日あたり50km以内の走行しか
していないと言われています。※

そんな国で生まれたe-up!の航続

可能距離は185km＊。これは日本

における毎日の使用にも、十分な

性能が備わっていることを示して

います。

D

D1

D2

D3

B

ブレーキ回生なし 減速は最小限

減速とブレーキ回生強化

減速とブレーキ回生最大化（40kW／100km/h）

回生
ブレーキと
減速のレベル

セッティング

D+
D3  D2  D1
3x　 2x　 1x

D-

B

＊：JC08モード測定値

※ドイツ連邦政府 交通建設都市開発省調べ。



＊1：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5～30km/h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。

＊2：ESP＝エレクトロニック・スタビリゼーション・プログラム　＊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：TCS＝トラクション・コントロール・システム

シティエマージェンシーブレーキ＊1を標準装備。スモールカーの水準を大きく上回る安全性を実現しています。シティエマージェンシーブレーキは

時速30km/h未満＊1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＊1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る機能です。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。

ESP＊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TCS＊6。

センサーにより車両の不安定な挙動を感知すると、多くの電子制御機能を自動的にコントロールし、ブレーキングやモーター出力を統合制御。

走行時の予期せぬ障害物の回避や、滑りやすい路面などでの横滑りを防ぎ、安定した走行をもたらします。

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

ESP＊2

Photo ボディカラー：ピュアホワイト（0Q）　写真は欧州仕様車。日本仕様とは一部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。

機構説明用につき
実際のものとは一部異なります。

■ESP装着車
■ESP非装着車

充電機能

写真は欧州仕様です。充電ケーブルの形状・色などは日本仕様とは異なります。
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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
採用。合計4個のエアバッグが高い乗員保護性能を
発揮します。

エアバッグ

充電ポートをボディ右側面（ガソリン

車の給油口の位置）に配置。急速充

電器を使うと約30分でバッテリー容
量の80%までの充電が可能です。
※充電時間は急速充電器の仕様、環境温度により異なります。

急速充電

普通充電用ポートはボンネットの内側に位置しており、充電中は常に

ボンネットが閉まった状態となるので、防犯上も安心です。普通充電

は約8時間で満充電が可能です。
※充電時間は環境温度により異なります。

普通充電

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。

クルーズコントロール

センサーなどにより障害物を感知し、警告音で知ら
せるシステム。車両と障害物の距離に比例して警告
音の間隔を短くすることでドライバーにその位置を
知らせ、駐車時などの運転操作をサポートします。

パークディスタンスコントロール（リヤ）

フロントウインドウに内蔵されたヒーターが冬期
の暖房効率を向上させ、電力消費を抑えます。

ヒーテッドフロントウインドシールド

CHAdeMO（チャデモ）方式急速充電

普通充電（open） 普通充電（close） 一回の充電で185km走行可能。（JC08モード測定値）

航続可能距離

※走行中にバッテリーが上がってしまった際でも、緊急用に2回の短距離移動が可能で、
1回目は約100m、2回目は約50m自走できます。万一の際でも、路肩等に安全に避難する
事ができます。

植え込み型ペースメーカーや、植え込み型除細動器（ICD）などの医療用電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。医療用電子機器を
ご利用の方は、急速充電器には近づかないでください。操作する必要がある場合は他の方にお願いしてください。詳しくはフォルクス
ワーゲンカスタマーセンターにお問い合わせください。

ボディ右側面に日本の急速充電規格であるCHAdeMO方式の充電ポートを
配置。普通充電用のポートはエンジンルームに内蔵されています。 充電時間：約30分（80%まで）

普通充電：約8時間（フル充電まで）



＊1：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。＊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：Google、Android™、Google Play™は、Google Inc.の商標または登録商標です。 ※画面は実際のものと異なる場合があります。17 18

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。

「安全で快適なクルマを、たくさんの人々に」。Volkswagenは、そうした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。

排気ガスをいっさい出さないe-up!は、そんな私たちの新しい提案。心地よく、快適なカーライフを楽しむこと、

自然とエコにつながっていくことを現実に叶えてくれるクルマです。

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。

eリモートサービス “Car-Net”

自宅のリビングからクルマを操作したいと思ったことはありませんか？パソコンやスマートフォンで“Car-Net”を

使えばそれが可能です。たとえば寒い冬の外出時に、クルマが置かれている場所の気温を知ったり、暖房を操作

して車内を暖めておくこともできます。充電中であれば、充電の状況を車両から離れていても確認することが

できます。ほかにも、現在の充電残量から航続可能距離を調べたり、積算情報（走行距離や走行時間など）を調べる

ことができます。ヘッドライトが点灯したままか、ドアがちゃんと閉まっているかなどの、現在の車両状況の確認が

できます。また、クルマが駐車されている位置を地図で確認することも可能です。

エネルギーフロー、外気温、エネルギー消費など

を表示。

車両ステータス
可能な限り快適で航続距離性能の高い運転が
できるようにサポートする機能。出発予定時刻を
入力して、充電方法とエアコンをセットすれば、
出発前までに車両を最適な状態に整えます。

e-マネージャー
SDカード用スロット、MP3再生機能で音楽を
楽しむことができます。

メディア

Bluetooth®＊1ハンズフリーフォン機能により

運転中も快適な通話が可能。

電話

車両情報ディスプレイ "touch + more"

"touch + more"は、e-up!特有の各種情報や、予約充電、Bluetooth®＊1ハンズフリーフォンによる電話機能などをサポートするマルチ車載情報ディスプレイです。

※3年間無償。ご利用にはインターネットによる通信環境が必要です。パソコンおよび、スマートフォンによる通信には別途、お客様と通信会社
の契約に基づく通信料金が発生します。スマートフォンによる操作には専用アプリのダウンロードが必要です。iPhone®＊2用はApp Storeから。
AndroidTM＊3用アプリはGoogle PlayTM＊3からダウンロードいただく必要があります。
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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。

電気自動車でも安心。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

●マイページマガジン

●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。

※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。

●メンバー限定プレゼント



    
 

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。

安心してお乗りいただけるローンプログラムをご用意しています。　

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

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。

購入 1年 2年 3年 4年 5年

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

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

フォルクスワーゲン

ニューサービスプラス

延長保証プログラム

ウォルフィサポート
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Volkswagenは都度の充電にカンタン便利な壁掛け型充電器の設置をお奨めします。補助金（次世代自動車インフラ整備促進補助金＊1）の対象です。

充電ケーブル付壁掛け型普通充電器

設置の流れ

充電器のご案内

お車の商談・成約に合わせ、家庭充電器の準備を行います。

充電器設置の手順ご案内

トヨタホーム製壁掛型充電器
（補助金対象）
EVH1-H-M
基本工事標準価格190,000円（税抜）より

トヨタホーム商品や工事に関するお問い合わせ

実質負担額130,000円（税抜）より 実質負担額155,000円（税抜）より

安心の長期保証（最大5年＊2）。 24時間サポート体制

パナソニック商品や工事に関するお問い合わせ

パナソニック製充電ボックスELSEEV cabi 3
（補助金対象）

DNC321K
基本工事標準価格235,000円（税抜）より

POWER

CHARGE

ERROR

設置のポイント

■  契約アンペア数の確認  ■  既存ブレーカー容量の使用と分岐ブレーカーの設置依頼
■  20A以上許容の配線を確保  ■  専用充電器やコンセントの設置依頼

■  マンション等理事会へ充電器設置の要望と確認が必要です
■  管理組合による検討審議を経ての承認を得た上での設置となります

マンションや集合住宅にお住まいの方へ

お車商談 お車購入後決定 納車

充電工事・概要ご理解

﹇
詳
細
﹈

﹇
概
要
﹈

ご
商
談
・
ご
契
約

ご
紹
介

工
事
受
付

お
客
様
へ
ご
連
絡

ご
要
望
の
ヒ
ア
リ
ン
グ

お
住
ま
い
の
調
査

お
見
積
り
の
ご
提
示

充
電
設
備
の
ご
契
約

工
事
日
程
の
調
整

設
備
工
事

充電工事申込（現調・見積依頼） 工事完了工事ご契約

※写真はオプションのホワイトカバー（税抜20,000円）を装着した状態です。

設置にはVolkswagen推奨パートナー（トヨタホーム株式会社、株式会社JM)が
施工を行います。確実な施工と万一のトラブルを防ぐためにも安心の推奨パート
ナーをご利用ください。
第三者による設置、お客様ご自身で設置手配する場合は、Volkswagenの定める
電気工事ガイドライン＊3に基づく設置が必要となります。

ご自宅の契約や設備状況に応じた電気工事が必要です。

分譲マンションにお住いの場合は、まず理事会に確認を行います。

＊3：電気工事ガイドラインの詳細は、お近くのVolkswagen正規販売店にお問い合わせください。

＊：お選びいただけるローンプログラムの詳細は、販売店にお問い合わせください。

●より簡易な設置が可能なコンセント
タイプ※のご用意もあります。
［基本標準工事価格95,000円（税抜）より］

※車両標準装備の充電ケーブルを接続する必要が
ございます。

オートローン＊



●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

三面図（mm）

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）
ESP（エレクトロニック・スタビリゼーション・プログラム）
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）
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（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）
フォグランプ（リヤ）
ヒーテッドフロントウインドシールド／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）
電動リモコンドアミラー（ヒーター付）
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チャコールフィルター）
RCD 215（CDプレーヤー、MP3再生、AM/FMラジオ）／オーディオ外部入力端子
6スピーカー
パークディスタンスコントロール（リヤ）
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（前席）／12V電源ソケット
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
車両情報ディスプレイ "touch + more"／車両接近通報装置／普通充電ポート（エンジンルーム）／急速充電ポート（ボディ右側面）／充電ケーブル（200V 7.5m）／ドライビングプロファイル機能
残照装置付ルームランプ／メイクアップミラー（運転席/助手席）
カップホルダー（前席1個、後席1個）
マルチファンクションインジケーター（時刻、消費電力/平均消費電力、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）
e-up! 専用エクステリア（フロントバンパーリフレクター、リヤバンパーリフレクター、サイドスカート）
ファブリックシート
高さ調整式シート（運転席）／分割可倒式シート（後席）
シートヒーター（運転席/助手席）
レザー3本スポークステアリングホイール／レザーハンドブレーキグリップ
ドアシルプレート
グローブボックス
ドアポケット（フロント）
トノカバー
165/65R15タイヤ／5Jx15アルミホイール
Volkswagen Professional Care／eリモートサービス "Car-Net"
タイヤ応急修理キット

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）

オーディオ

盗難防止装置
視界

空調

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

e-up!

寸法／重量

乗車定員
性能

電動機

駆動用
バッテリー

諸装置

mm
mm
mm
mm
mm
mm

kg
名
m

km

kW（PS）/rpm
kW

Nm（kgm）/rpm

V
kWh

1段固定式

5.176
1速：1.576 / 後退：1.576

マクファーソンストラット（スタビライザー付）

ベンチレーテッドディスク
トレーリングアーム

ドラム
165/65 R15

ZAA-AAEAB
3,545
1,650
1,520
2,420

1,430 / 1,425
145

1,160
4

4.6
185

EAB
60

210（21.4）/ 0-2,500
60（82）/ 3,000-12,000

リチウムイオン電池
374
18.7

4ドア 右ハンドル
車両形式

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
一充電走行距離（JC08モード）

W-h/km 104交流電力消費率（JC08モード）
型式
定格出力
最高出力（ネット値）
最大トルク（ネット値）
種類
総電圧
総電力量
トランスミッション

最終減速比
8.162総減速比

変速比

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

主要諸元表

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。

Issue:October, 2014 VW0254-VDM4102　表紙のPhoto ボディカラー：ピュアホワイト（0Q）　写真は欧州仕様車。日本仕様とは一部異なる場合があります。

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。

ピュアホワイト（0Q） グレー/ベージュ（JY）
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