
Golf Variant R-Line



1 2Photo  ボディカラー：ピュアホワイト（0Q）  オプション（セーフティパッケージ、Discover Proパッケージ、DCCパッケージ）装着車  写真は一部実際と異なる場合があります。

流麗なステーションワゴンフォルムを、精悍に変貌させるエアロパーツ。

ドライバーの気持ちを熱く高ぶらせる専用装備の数々。

洗練されたスポーツダイナミズムを、全身に宿らせて。Golf Variant R-Line。

躍動する個性がいま、人生をよりアグレッシブに加速させていく。

精悍さをたたえ、次の瞬間へ。



エッジを際立たせ、精悍さを増したエクステリア。

エアロダイナミクスを追求したその力強いデザインは、

静かに佇むときでさえ、疾駆する姿を感じさせる。

3 Photo  ボディカラー：ピュアホワイト（0Q）  オプション（セーフティパッケージ、Discover Proパッケージ、DCCパッケージ）装着車　写真は一部実際と異なる場合があります。 4

より精悍に、より力強く。



5 6Photo  シート：チタンブラック / レザー（TW）　オプション（Discover Proパッケージ、レザーシートパッケージ）装着車　写真は一部実際と異なる場合があります。

デコラティブパネルやルーフライナーなど、

すべてをブラックで統一したコックピット。

そこでは、ステアリングホイールとシートに刻まれた「R」が、

ドライバーのスポーツマインドを高揚させる。

漂う、スポーティな個性。



7 8オプション（Discover Proパッケージ、レザーシートパッケージ）装着車　モニター画面はイメージです。 写真は一部実際と異なる場合があります。

パドルシフト

Dシェイプのステアリングホイールを装備。スポークには“R-Line”

ロゴが刻まれます。

指先だけでシフトアップ／ダウンの操作が可能。ステアリングホイールを

両手でしっかりと握ったまま、キビキビしたスポーツドライビングを楽しむ

ことができます。

「直噴＋過給」システムという独創的なアイデアと卓越したテクノロジーから誕生した

TSI®エンジン。そして、量産車として世界初＊1となる2つのクラッチをもつDSG®トランス

ミッション。この組み合わせにより、Golf Variantは走る楽しさと優れた環境性能を両立。

経済性や環境に配慮しながら質の高いスポーティなドライブを味わうことができます。

＊1：量産車として2003年に実用化。

1.4ℓ TSI®シングルチャージャー

Performance

Technology / Safety

小型で高効率の水冷式インタークーラー付ターボ

チャージャーを搭載した1.4ℓ TSI®エンジンは、

1, 5 0 0 r p mという低回転域から2 5 0 N m
（25.5kgm）の最大トルクを発生。排気量からの
想像を超える力強い加速と鋭いアクセルレスポ

ンスで、爽快な走りを思いのままに楽しめます。
※オプションで“DCC”を選択した場合には18インチアルミホイールが装着されます。

ダンパーの減衰力や電動パワーステアリング

の特性を瞬時にコントロールする先進のサス

ペンションシステムです。日常走行に適した

「ノーマル」、快適な乗り心地を維持する「コン

フォート」、俊敏性を高める「スポーツ」の3種類のモードをスイッチひと
つで選択可能。さまざまな走行状況に合わせて連続的に減衰力特性を変

化させ、ドライバーの意思に応える自在な走りを提供します。

［オプション（DCCパッケージ）］

アダプティブシャシーコントロール“DCC”

高速コーナリング時に駆動輪内側の負荷不足を検知してブレーキを

制御。内輪の空転を抑制することでトラクションを確保し、アンダーステア

を軽減します。この“XDS”により、Golf Variantはスポーティで正確な
ハンドリングをより向上させています。

電子制御式ディファレンシャルロック“XDS”

＊2：当社調べ。

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）
全速度域においてレーダーで前方の車両との距離を

探知。衝突の危険を感知するとブレーキシステムを

スタンバイし、警告音と警告灯でドライバーに注意喚

起を促します。第二段階ではステアリングを振動させて

警告。それでもドライバーが回避操作を行わない場合

やドライバーによるブレーキングが不十分な場合、システムが介入し自動で車両を減速させて

衝突の被害を軽減します。また、時速30km 未満での走行中にはシティエマージェンシー

ブレーキ機能が作動。ドライバーが回避操作を行わない場合やブレーキ操作が不十分な場合、

システムが介入し、自動的にブレーキを作動させ危険を回避、あるいは追突の被害を軽減します。
※作動速度範囲 5km/h以上

※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。
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。イラストは機構説明用につき実際とは異なります。

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）
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です。

高度なレーダースキャンにより先行車を測定。あらかじめ設定された

スピードを上限に自動で加減速を行い、一定の車間距離を維持する

ことで、長距離走行などでのドライバーの疲労を低減させます。また

このシステムは渋滞などの低速域でも作動し、先行車が完全に停止

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。
＊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。
※作動速度範囲 30km/h以上

レーンキープアシストシステム
“Lane Assist”
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、ステアリング補正＊を行いドライバーに

警告します。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し、ドライバーのステアリング操作

をサポートします。

リヤトラフィックアラート（後退時警告・衝突軽減ブレーキ機能）
バックで出庫する際の安全性を大幅に高めるシステムです。駐車位置から後退で

発進する際、リヤバンパーに内蔵されたレーダーセンサーにより車両後方の交通状況

をモニタリングし、死角から接近してくる車両を検知した際、警告音にてドライバーに

注意を促します。ドライバーが反応しなかったり、ブレーキ操作が不十分な場合には、

自動的にブレーキを作動させます。
※作動速度範囲 1～12km/h 後退時

ブラインドスポットディテクション（後方死角検知機能）
リヤバンパーに内蔵されたレーダーセンサーを使用し、側面および後方車両との

車間距離と車速の差を測定します。ドライバーの死角となる後方側面に車両を検知

した際、ドライバーが方向指示器を操作すると、ドアミラーに内蔵された警告灯が

点滅しドライバーに注意を促します。自車両から約20mまでの範囲が検知可能です。
※作動速度範囲 15km/h以上

＊ステアリングの補正はドライバーのステアリング操作で解除することが出来ます。
※作動速度範囲 65km/h以上R-Line 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

×

2つのクラッチを持ち、切れ目のない滑らかな加
速を実現するトランスミッション「DSG®」を搭載。

オートマチックトランスミッションと同様の簡単な

操作で0.03～0.04秒＊2というレーシングドライ

バー並みの素早いシフトチェンジを実現。また高

い伝達効率により燃費の向上にも貢献します。

7速DSG®トランスミッション 

インテリアアンビエントライト

アルミ調ペダルクラスター



9 10

Seat Color Combinations

チタンブラック / アルカンターラ（TW）

チタンブラック/
レザー（TW）

チタンブラック / レザー（TW）

チタンブラック / 
アルカンターラ（TW）

Seat

ピュアホワイト
（0Q）

トルネードレッド
（G2）

ディープブラック
パールエフェクト（2T）

ナイトブルー
メタリック（Z2）

リフレックスシルバー
メタリック（8E）

オリックスホワイト マザーオブ
パールエフェクト（0R）

Body Color

○：受注生産　なお受注生産は、納期に時間がかかりますのでご了承ください。　※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。

※：受注生産（有償オプション）

Pure White（0Q）
ピュアホワイト

Body Colors

Tornado Red（G2）
トルネードレッド

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

Reflex Silver Metallic（8E）
リフレックスシルバーメタリック

Night Blue Metallic（Z2）
ナイトブルーメタリック

Oryx White Mother of Pearl Effect（0R）
オリックスホワイト マザーオブパールエフェクト

ダークテールランプ

バイキセノンヘッドライト

リヤディフューザー 専用アルミホイール
17インチ ： 標準／
18インチ ： DCCパッケージ装着車
＊写真は18インチ

サイドスカート

フロントバンパー リヤスポイラー

Photo  ボディカラー：ピュアホワイト（0Q）  オプション（セーフティパッケージ、Discover Proパッケージ、DCCパッケージ）装着車

Equipment
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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。

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

https://www.facebook.com/ VolkswagenJP

https://plus.google.com/+VolkswagenCoJp

https://twitter.com/ VW_JPN

www.volkswagen.co.jp

▲1：セーフティパッケージは単体装着できません。Discover Proパッケージとのセットオプションとなります。 ▲2：Discover Proパッケージ 
▲3：レザーシートパッケージは単体装着できません。Discover Proパッケージとのセットオプションとなります。 ▲4：DCCパッケージ 
＊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®は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ＊3：MirrorLink™
はCar Connectivity Consortium.の商標または登録商標です。 ＊4：レザーシートのシート側面およびシート背面などに合成皮革を使用してい
ます。 ＊5：DCCパッケージをオプション装着した場合は全高が1,475mmとなります。トレッド（前/後）は1,535/1,505mmとなります。最低地上高
は130mmとなります。タイヤサイズは225/40R18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およびイラストは、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）〔　〕はアダプティブシャシーコントロール“DCC”装着車
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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

ドライバー疲労検知システム"Fatigue Detection System"／レーンキープアシストシステム"Lane Assist"／
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

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／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（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

ブラインドスポットディテクション（後方死角検知機能）／リヤトラフィックアラート（後退時警告・衝突軽減ブレーキ機能）

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、LEDポジションランプ付）／ダイナミックコーナリングライト／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/リヤ）／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）／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

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）
Volkswagen純正インフォテイメントシステム"Composition Media"（CDプレーヤー、MP3/WMA再生、AM/FM、Bluetooth®＊1オーディオ/ハンズフリーフォン、App Connect）
MEDIA-IN（iPod®＊2およびUSBデバイス接続装置）／オーディオ外部入力端子／8スピーカー
Volkswagen純正インフォテイメントシステム"Discover Pro"（SSD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、地デジTV受信、
Bluetooth®＊1オーディオ/ハンズフリーフォン/MirrorLink™＊3）／ETC2.0対応車載器

リヤビューカメラ"Rear 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）／リモコンドアロック付折畳み式メインキー／
スマートエントリー＆スタートシステム／"Keyless Access"／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）／
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／カミングホーム&リービングホーム／12V電源ソケット（前席1個、ラゲージルーム内1個）／エレクトロニックパーキングブレーキ

ドライビングプロファイル機能／ティプトロニック／パドルシフト／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）
残照装置付ルームランプ／ラゲージルームランプ／インテリアアンビエントライト／フットウェルランプ（前席）／残照装置付リーディングランプ（前席/後席）
照明付メイクアップミラー（運転席/助手席）／センターアームレスト（前席/後席）／カップホルダー（前席2個、後席2個）
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

R-Line 専用エクステリア（フロント＆リヤバンパー、サイドスカート、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、サイドウインドー）／クロームルーフレール／デュアルエキゾーストパイプ／ダークテールランプ
R-Line 専用ファブリック＆アルカンターラシート／スポーツシート（運転席/助手席）
高さ調整式シート（運転席/助手席）／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）／レザーシフトノブ
R-Line 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）／R-Line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）
レザーシート＊4／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）／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）／ラゲージネットパーティション／スライディングカバー
シートアンダートレー（運転席/助手席）
電子制御式ディファレンシャルロック"XDS"
225/45 R17タイヤ／7J×17アルミホイール（5ダブルスポーク）
225/40 R18タイヤ／7.5J×18アルミホイール（5ダブルスポーク）
アダプティブシャシーコントロール"DCC"
テンポラリースペアタイヤ／Volkswagen Professional Care

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／
ナビゲーション

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

●：標準装備　▲：オプション
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●

寸法／重量

二酸化炭素（CO2）排出量
排出ガス
騒音
エアコン冷媒

乗車定員
性能

エンジン

諸装置

mm
mm
mm
mm
mm
mm

kg
名
m

km/ℓ

mm
cc

kW（PS）/rpm
Nm（kgm）/rpm

ℓ

第1速3.500/第2速2.086/第3速1.342/第4速0.933/
第5速0.973/第6速0.777/第7速0.653/後退3.722

11９g/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：73dB／定常走行騒音：66dB／加速走行騒音：70dB
種類：R134a／使用量：500±15g／GWP値：1,430／環境影響度目標値：150／目標年度2023年

電子制御式
50

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）

1‐4速：4.800/5‐7速：3.428/後退：4.500
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
ディスク

4リンク（スタビライザー付）

225/45 R17＊5

DBA‐AUCHP
4,580
1,800

1,485＊5

2,635
1,535/1,510＊5

140＊5

1,380
5

5.2

19.5

DSG®／筒内直接噴射／
電動パワーステアリング／アイドリングストップ装置

CHP
直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ（4バルブ）

1,394
74.5×80.0

10.0
103（140）/4,500‐6,000
250（25.5）/1,500‐3,500

4ドア 7速DSG® 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

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

主要諸元表

環境仕様

Equipment List / Specifications

▲2

▲1

▲1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

▲4
▲4

▲3

※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。
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