
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。

自動車取得税

自動車重量税

60%減税
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A2
主要装備表 主要諸元表

視界

空調

盗難防止装置

その他

オーディオ

パッシブセーフティ
（受動的安全性）

アクティブセーフティ
（能動的安全性）

機能装備

外装

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）

バイキセノンヘッドライト（ハイトコントロール機能付）

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/リヤ）／オールティンテッドガラス（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（ヒーター付）／自動防眩ルームミラー

イモビライザー

RCD310（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／8スピーカー

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）

パークディスタンスコントロール（フロント/リヤ）／ヒルホルダー機能

スマートエントリー&スタートシステム "Keyless Access"＊1

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）／カミングホーム＆リービングホーム

12V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／電動パワーステアリング／クルーズコントロール

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）

寸法／重量

性能

エンジン

諸装置

車両型式

乗車定員

全長：4,270mm／全幅：1,815mm／全高：1,495mm
ホイールベース：2,535mm／トレッド前/後：1,580/1,545mm／最低地上高（空車時）：130mm／車両重量：1,300kg

型式：CBZ／種類：直列4気筒SOHCインタークーラー付ターボ（2バルブ）／内径×行程：71.0mm×75.6mm／総排気量：1,197cc
圧縮比：10.0／最高出力（ネット値）：77kW（105PS）5,000rpm／最大トルク（ネット値）：175Nm（17.8kgm）/ 1,500-4,100rpm

燃料供給装置：電子制御式／燃料タンク容量：55ℓ／使用燃料：無鉛プレミアム

４名

クラッチ：乾式多板ダイヤフラム式 / ダイヤフラム式／トランスミッション（変速装置の形式及び変速段数）：自動7段（前進）1段（後退）
変速比：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／最終減速比：1‐4速：4.437 / 5‐7速：3.227 / 後退：4.176

フロントサスペンション：マクファーソンストラット（スタビライザー付）／リヤサスペンション：4リンク（スタビライザー付）
フロントブレーキ：ベンチレーテッドディスク／リヤブレーキ：ディスク／タイヤサイズ：215/60 R16

DBA‐16CBZ

2ドア 7速DSG®  右ハンドル

最小回転半径：5.0m

燃料消費率（国土交通省審査値） 　　　　　　：17.6km/ℓ
主要燃費向上対策：DSG®／筒内直接噴射／電動パワーステアリング

快適装備
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）／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）／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）

足回り 215/60 R16タイヤ／6.5J×16アルミホイール

メーター周り
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）

メーター照度調整機能／シートベルト警告装置

シート／内装

収納

ファブリックシート／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）

分割可倒式シート（後席）／高さ調整式ヘッドレスト（全席）

シートヒーター（運転席/助手席）／ボディ同色インテリア（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）

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／レザーシフトノブ

フラワーベース（一輪挿し）／Volkswagen Professional Care／テンポラリースペアタイヤ

グローブボックス／ビートルボックス／ドアポケット／シートバックポケット（運転席/助手席）／トノカバー

＊1：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。

The Beetle Blossom

二酸化炭素（CO2）排出量
排出ガス
騒音

エアコン冷媒

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

環境仕様

限定 450台 150台 150台 150台車両本体価格（消費税込）¥2,850,000 ピュアホワイト（0Q）　　　　　／トルネードレッド（G2）　　　　　／デニムブルー（X0）

＊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。●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
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トルネードレッド（G2）

START
ENGINE
STOP

ポケットやかばんの中にキーを入れたままで、ハンドルに
手をかけるとドアロックを解除。乗車した後は、
コンソールのスタートボタンを押すだけでスマートに
エンジンを始動できます。

スマートエントリー&スタートシステム
“ Keyless Access ”

ダッシュボードに花を一輪。

華やかなインテリアに、気持ちまで明るくなっていく。The Beetle Blossom デビュー 。

さあ、お気に入りの花を飾ってドライブへ出かけよう。

たくさんの遊び心を乗せて街へ繰りだそう。

今日もハッピーなできごとが、きっと私を待っている。

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。

シートヒーター

トルネードレッド
（G2）

デニムブルー
（X0）

ピュアホワイト
（0Q）

毎日に、遊び心が花ひらく。

前後のバンパーに配されたセンサーにより障害物
などを感知し、警告音で知らせるシステム。
安全確認をサポートします。

パークディスタンスコントロール （フロント/リヤ）

苦手な駐車が得意になった♪

室内を彩るフラワーベース
かつてビートル乗りの間で大流行したフラワーベースを
特別装備。季節や気分でチョイスした花が、The Beetleの
インテリアをあなた色に。

服を選ぶように花を選んでみる。

従来のライトの約2倍の光量で、より遠く
広い範囲を照射。悪天候時や夜間のドライブ
を安心で満たします。

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。“オート”を選択すればヘッドライトの点灯
制御、ワイパーの作動間隔の調整を自動で行います。

オートライトシステム＆レインセンサーバイキセノンヘッドライト

夜道を照らす強い味方。

両手がふさがっていてもラクラク。 アクティブなレッドで
情熱的にキメル。

おちついたブルーで
いつだって自然体。

ピュアなホワイトで
清楚なよそおい。

寒い日だって、私はへっちゃら！ ブラック＆レッドファブリック

ベージュファブリック

ブラック＆レッドファブリック

U2-A
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メーター照度調整機能／シートベルト警告装置
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収納
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＊1：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。

The Beetle Blossom

二酸化炭素（CO2）排出量
排出ガス
騒音

エアコン冷媒

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

環境仕様

限定 450台 150台 150台 150台車両本体価格（消費税込）¥2,850,000 ピュアホワイト（0Q）　　　　　／トルネードレッド（G2）　　　　　／デニムブルー（X0）

＊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。●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
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