


詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。
Issue : June, 2015 VW0172-VDM5063

Issue : August, 2015 VW0175-VDM5081

move up!（2ドア）（4ドア）/ high up! / cross up!  仕様変更のご案内（2015年22週以降生産）
記載の主要装備表について仕様変更がありましたのでご案内いたします。

［変更後］

［変更前］

残照装置付ルームランプ／ラゲージルームランプ／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）

快適装備

主要装備表

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）

快適装備

主要装備表



1 2Photo：high up!  ボディカラー：キャンディホワイト（B4）  受注生産オプション装着車（電動パノラマスライディングルーフ）。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.27主要装備表をご確認ください。

「デザインや質感にこだわりのあるクルマがほしい」　 「どんな時も安心して乗っていられるクルマがほしい」

「街中で扱いやすく荷物もしっかり積めるクルマがほしい」　 「運転が楽しくて燃費の良いクルマがほしい」

クルマに対する理想は人それぞれ。だから、一人ひとりの想いを1台で叶えるクルマをつくりました。Volkswagenならではの質感とこだわりをシンプル

にまとめたスタイリング。最小限のフロアスペースに最大限の空間を生みだす先進のパッケージング。クラス世界初となるシティエマージェンシー

ブレーキの標準装備。新開発された1.0ℓ MPIエンジンとASG＊トランスミッションがもたらす軽快な走り。さらに今、Volkswagen独自の環境技術

BlueMotion Technologyを全モデルに採用しました。みんなの「ほしい」をカタチにしたup! 新しい発想で、安全性・機能性・快適性のすべてを

詰めこんだスモールカーです。

＊：ASG（Automatisiertes Schaltgetriebe）＝ドイツ語でオートメーテッド マニュアル トランスミッションの意味。

ワールド・カー・オブ・ザ・イヤー2012受賞
世界25カ国66人のモータージャーナリストにより選出
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長いホイールベースと短いオーバーハングを特長とするフォルム。その姿は、スタイリッシュなだけでなく、up!にサイズを超えた室内空間の

広さが備わっていることを物語っています。水平ラインの両端を飾るヘッドライトと微笑むようなバンパーが見せる愛らしい表情。そして

大きなガラスパネルを採用したテールゲートが先進的な印象をあたえる後姿。ディテールまで隙なく造りこまれたクオリティの高さを、

シンプルかつクリーンなイメージにまとめ上げたup!のスタイリングには、Volkswagenの洗練されたデザイン美学が息づいています。

Photo：high up!  ボディカラー：キャンディホワイト（B4）  写真は一部日本仕様と異なる場合があります。



エクステリアと同じように、デザインへのこだわりをシンプルに表現したインテリア。

“ダッシュパッド”と呼ばれるパネルがポップな演出をするその空間では、適切なポジション

がとれるようステアリングホイールやシフトレバーを配置。手を伸ばした先に自然にレイ

アウトされたスイッチ類や、高いアイポイントと広いフロントウインドーがもたらす良好な

視界などと相まって快適な運転環境を実現します。

※エクステリアカラーとインテリアカラーの組み合わせはP.25‐26をご確認ください。

Photo：high up!  ダッシュパッド：レッド 65
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コンパクトな外観の印象からは、想像できないほど広々とした室内空間。

それは全長に対して長くとられたホイールベースや最適なポジションに

シートを配置した室内レイアウトによって実現しました。up!はその優れた

パッケージングで、それぞれのシートに充分なパーソナルスペースを

もたらします。前席は人間工学に基づいて設計されたヘッドレスト一体型

のシートを採用。そして、座面を高くすることで広い視界を確保した後席

では、ゆとりあるヘッドクリアランスとニースペースによりスモール

カーであることを忘れてしまうほど快適な時間が過ごせます。

Photo：high up!  シート：ブラック/アンスラサイト（JK）  助手席を取り外した状態で撮影を行っています。

リヤウインドー
［move up!（4ドア）、high up!］
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4人の大人がゆったりと座れるup!の室内空間。広々としたそのスペースは必要に

応じてフレキシブルにアレンジできます。それを実現するのが通常で約251ℓ＊

の容量をもつラゲージルーム。後席を倒せば、最大で約951ℓ＊もの奥行きのある

スペースが出現します。さらに背もたれは60：40に分割して倒すことができ、乗車

人数や荷物の形状に合わせてさまざまなアレンジが可能です。またラゲージ

ルームのフロアを2段階で高さ調節できるバリアブルカーゴフロアを採用。フロア

を高い位置にセットすれば後席を倒した状態で広くフラットなスペースが得られ、

低い位置にセットすると、その深さによりラゲージ容量を最大限に利用した積載

が可能になります。

＊：ISO測定法による。数値はドイツ公表値。

1 2

3 4

　後席の背もたれを起こしてバリアブルカーゴフロアを高い位置にセット。

　後席背もたれを倒せば、広くフラットなスペースが出現。

　バリアブルカーゴフロアを低い位置にセットすれば、高さのある荷物も積載できます。

　バリアブルカーゴフロアの下も有効に使えます。

※小物は撮影用。また写真は機構説明用のため、実際の仕様と異なる場合がございます。

1

2

3

4

Photo：high up!  ボディカラー：キャンディホワイト（B4）  受注生産オプション装着車（電動パノラマスライディングルーフ）。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.27主要装備表をご確認ください。
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up!は、欧州の公的自動車安全評価で
あるユーロNCAPにおいて、最高レベル
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。

機構説明用につき実際のものとは一部異なります。

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）＊4

up!はクラス世界初となるシティエマージェンシーブレーキ＊4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未満＊4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＊4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。

＊4：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5～30㎞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。

毎日乗りたいから、安心して運転できるクルマがほしい。だからup!はVolkswagenの最新技術で安全性も大幅にアップ

しています。基本となるのは、レーザー溶接と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、4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＊2においては最高レベルの「5スター＊3」だけでなく、標準装備のシティエマージェンシーブレーキが

「アドバンスドアワード」を獲得。「すべての乗員を守りたい」と願うVolkswagenの確かな安全性能が高く評価されています。

＊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：European New Car Assessment Programme　＊3：欧州仕様車、2011年発表。

公式 iPhone※ アプリ

VVWアップ
フォルクスワーゲン up!から、キブンがアップする公式アプリが登場！
危険を察知、自動で停止する「シティエマージェンシーブレーキ」＊4をARで楽しく体験できます。

アプリのダウンロード、使用方法、ご使用に際しての
注意点などはこちらをご確認ください。

Photo：high up!  ボディカラー：キャンディホワイト（B4）  写真は一部日本仕様と異なる場合があります。

※「iPhone®」は、Apple Inc.の商標または登録商標です。 「iPhone®」の商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。



フォースリミッターシートベルトテンショナー
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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）
衝突時にシートベルトテンショナーがシートベルトを瞬時に巻き上げ、エアバッグとの相乗

効果により衝撃からの乗員保護性能を高めます。その後、フォースリミッターが適度に

シートベルトを緩め、身体に一定以上の負荷がかからないようにします。また、フロントだけ

でなく各ドアにも衝突を感知するクラッシュセンサーを配置。衝突や横転を検知すると

シートベルトを瞬時に巻き上げて衝撃に備えます。

警告表示
全席のシートベルト着用の有無を知らせるシートベルト

警告装置を装備しています。運転席と助手席はアイ

コンやアラームで警告。後席はメーター内のインジ

ケーターにアイコンで表示します。

エマージェンシーストップシグナル
高速走行時に急ブレーキをかけると、ブレーキランプ

が自動点滅して後続車に緊急制動を知らせます。その

まま時速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。

エアバッグ
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。

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。

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

■鋼板 ■高張力鋼板

■超高張力鋼板 ■先進超高張力鋼板

■熱間成型鋼板

運転席/助手席シートベルト警告装置

後席シートベルト警告装置

機構説明用につき実際のものとは一部異なります。

ESP＊1

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、ブレーキングやエンジン出力を統合制御。

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。

ESP＊1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＊2付ABS＊3。　●ブレーキ圧を高め、ブレーキ制動距離を短くするBAS＊4。

●滑りやすい路面での発進時の走行安定性を確保するTCS＊5。
＊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：EBD＝電子制御式ブレーキ圧配分システム　＊3：ABS＝アンチロック・ブレーキング・システム
＊4：BAS＝ブレーキ・アシスト・システム　＊5：TCS＝トラクション・コントロール・システム

高剛性ボディ
レーザー溶接や超高張力鋼板を随所に使用することで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す。またup!は、最大限の安全性を確保するために衝撃吸収構造を

採用。衝突エネルギー吸収構造材とエネルギー分散構造材を組み合わせたクラッシャブルゾーン、そして

室内へのダメージを最小限に抑える頑強なフレームで囲まれたキャビンによって構成。衝突時のエネルギー

を効果的に分散・吸収する強固なキャビンが乗員の安全確保に大きく貢献します。
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＊1：ASG（Automatisiertes Schaltgetriebe）＝ドイツ語でオートメーテッド マニュアル トランスミッションの意味。

＊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：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27年4月1日から平成29年3月31日まで、自動車重量税の軽減措置は平成27年5月1日から平成29年4月30日までの新規ご登録車が対象となります。
●減税率について、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。

エコカー減税＊3
（国土交通省審査値）
燃料消費率＊2 25.9km/ℓ

燃費・環境性能
排出ガス75%低減 平成32年度燃費基準達成車

Photo：high up!  ボディカラー：キャンディホワイト（B4）  写真は一部日本仕様と異なる場合があります。

街中をスムーズかつ快適に走れるから、乗る人のキブンも大幅にアップ。発進した瞬間からスムーズに加速する1.0ℓ MPIエンジン&5速ASG＊1トランスミッション

を搭載したup!には、先進の環境技術BlueMotion Technologyを採用。常用回転域でのトルクフルな走りと、25.9km/ℓ＊2という優れた燃費を両立しました。

もちろん、エコカー減税対象車にもなっています。

総排気量：999cc

最高出力：55kW（75PS）/6,200rpm（ネット値）
最大トルク：95Nm（9.7kgm）/3,000-4,300rpm（ネット値）
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機構説明用につき実際のものとは一部異なります。
5速ASG＊1トランスミッション
MPIエンジンに組み合わされる新開発のASG＊1トランスミッションは、マニュアルギヤボックス

をベースにシングルクラッチシステムを採用したシンプルな構造のトランスミッション。わずか

30kg以下の重量により、クルマ全体の軽量化にも大きく貢献しています。自動変速モード

では、マニュアルトランスミッションと同等の伝達効率に加え、最適なギヤと変速ポイントの

選択により優れた燃費性能を実現。マニュアルモードでは小気味よいシフトフィールによる

ドライブを楽しめます。さらに5速のギヤ比を高めに設定しているため、高速走行時の燃費

や静粛性の向上にも貢献します。

1.0ℓ MPIエンジン
up!には新開発されたMPIエンジンを搭載しています。この3気筒エンジンはアルミ合金を使用するとともに、

構造の最適化によりエンジン内部のパーツを減らすことでエンジン本体の小型化と軽量化に成功。さらに

メカニカルロスの低減により優れた燃費性能と高い静粛性を実現しています。エンジンを軽量化することで

得られた高いハンドリング性能と自然吸気ならではのレスポンスの良さ、そして最高出力55kW（75ps）／最大

トルク95Nm（9.7kgm）というクラストップレベルのパワーがもたらす軽快な走りが楽しめます。

自動車重量税 50%減税

自動車取得税 60%減税

エネルギーを無駄なく、効率的に利用するVolkswagenの環境技術です。

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スムーズに再始動します。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に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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　※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への負荷を低減し、無駄な燃料消費を抑えます。

Start/Stopシステム
信号で停まるとエンジンも止まる。とってもかしこい機能が付きました。

ブレーキエネルギー回生システム
スピードを落としたりブレーキを踏んだときのチカラを電力に変える優れもの。
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サイドウインドー後端をキックアップさせるなど、2ドアならではの軽快さを強調したエクステリアデザインに、シティエマージェンシー

ブレーキを始め、ESP＊やサイドエアバッグなど多彩な安全装備を標準で備えています。スモールカーのイメージをくつがえす快適さ、

機能性、安全性など、世界で認められたup!の価値を、気軽に楽しむことのできる1台です。

＊：ESP＝エレクトロニック・スタビリゼーション・プログラム

move up! （2ドア）

Photo：move up!（2ドア）  ボディカラー：コーンフラワーブルー（D7）  move up!（2ドア）は受注生産となります。写真は一部日本仕様と異なる場合があります。Photo：ダッシュパッド：グレインドベージュ／ダッシュボード：ブラック/ベージュ  シートカラー：ブラックデニム/ベージュ（JS）



19 20Photo：move up!（4ドア）  ボディカラー：トルネードレッド（G2）  写真は一部日本仕様と異なる場合があります。

4ドアのmove up!なら4人で気軽にでかけたり、後席にちょっとした荷物を積みたい時も便利です。up!の価値を4ドアならではの使い

勝手の良さとともに満喫したい。そんなあなたを満足させてくれるモデルです。ある時はショッピングで買った荷物をたくさん乗せて。

またある時は、みんなを誘って楽しいドライブに。夢がふくらむup!です。

move up! （4ドア）

Photo：ダッシュパッド：ブラックパール／ダッシュボード：ブラック  シートカラー：アンスラサイト（JM）



21 22Photo：high up!  ボディカラー：キャンディホワイト（B4）  写真は一部日本仕様と異なる場合があります。

15インチアルミホイールがクールな印象をあたえるスタイリング。クルーズコントロールやパークディスタンスコントロールが

実現する使い勝手のよさ。そして、ボディカラーによって表情を変えるダッシュパッドや、専用シートトリムなどポップで洗練された

デザイン。クラスを超えた上質さと充実の装備が魅力的なup!です。

high up! （4ドア）

Photo：［左・中央］ダッシュパッド：ダークシルバー／ダッシュボード：ブラック  シートカラー：ブラック/アンスラサイト（JK）、［右上］ダッシュパッド：レッド／ダッシュボード：ブラック/ベージュ  シートカラー：ベージュ/グレー/サルサレッド（JT）、［右下］ダッシュパッド：コーンフラワーブルー／ダッシュボード：ブラック  シートカラー：ブラック/アンスラサイト（JK）
※インテリアカラーの組み合わせにつきましてはP.26をご確認ください。



23 24

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。［high up!］

マルチファンクションインジケーター
スピードメーター内には、「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。最小限の視線移動で

ドライビングに役立つ情報が得られます。［high up!］

電動パノラマスライディングルーフ
開口部の広い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しています。また室内側のシェードを使えば、直射日光を

避けて室温の上昇を防ぐこともできます。［high up!に受注生産オプション］

シートヒーター（運転席/助手席）
座面を温め、寒い日でも快適なドライブを

楽しめます。［high up!］

5.5J×15アルミホイール
up!のシンプルなスタイルに、クールな印象を

与える15インチアルミホイール。［high up!］

エアコンディショナー
扱いやすいダイヤル式でお好みの温度と風量を簡単に調整できます。花粉やダストを除去

するフレッシュエアフィルター付。

RCD 215
AM/FMラジオやCDプレイヤーに加え、CD‐R/CD‐RWに保存したMP3形式のオーディオ

ファイルの再生が可能。ポータブルオーディオプレイヤーを外部入力端子に接続すること

もできます。

パークディスタンスコントロール（リヤ）
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。［high up!］

写真はhigh up!



move up!

選んだボディカラーによって、up!のインテリアはさまざまに表情を変化させます。

組み合わせの中から、お好みのup!を探してください。きっと、あなたにぴったりの1台が見つかるはずです。

ダッシュパッド：ブラックパール／ダッシュボード：ブラック
シートカラー：アンスラサイト（JM）

high up!

写真は一部日本仕様と異なる場合があります。

アンスラサイト（JM）

ブラックデニム/ベージュ（JS）

アンスラサイト（JM）

ブラックデニム/ベージュ（JS）

ブラック/アンスラサイト（JK）

ベージュ/グレー/サルサレッド（JT）

Seat
Body
Color

move up! （2ドア）

move up! （4ドア）

high up! （4ドア）

○：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。
※ボディカラー及びシートは、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。

リフレックス
シルバー
メタリック（8E）

ディープ
ブラックパール
エフェクト（2T）

ブルーベリー
メタリック（S8）

ホットオレンジ
メタリック（4S）

コーンフラワー
ブルー（D7）

トルネード
レッド（G2）

キャンディ
ホワイト（B4）

キャンディ
ホワイト（B4）

ディープブラック
パールエフェクト（2T）

ホットオレンジ
メタリック（4S）

リフレックスシルバー
メタリック（8E）

トルネード
レッド（G2）

2625

ダッシュパッド：グレインドベージュ／ダッシュボード：ブラック/ベージュ
シートカラー：ブラックデニム/ベージュ（JS）

コーンフラワーブルー（D7） ブルーベリーメタリック（S8）

ディープブラック
パールエフェクト（2T）

リフレックスシルバー
メタリック（8E）

ダッシュパッド：コーンフラワーブルー／ダッシュボード：ブラック
シートカラー：ブラック/アンスラサイト（JK）

コーンフラワーブルー（D7）

ダッシュパッド：ブラックパール／ダッシュボード：ブラック
シートカラー：ブラック/アンスラサイト（JK）

キャンディホワイト（B4） ブルーベリーメタリック（S8）

ダッシュパッド：ダークシルバー／ダッシュボード：ブラック
シートカラー：ブラック/アンスラサイト（JK）

ホットオレンジメタリック（4S）

ダッシュパッド：オレンジ／ダッシュボード：ブラック
シートカラー：ブラック/アンスラサイト（JK）

ダッシュパッド：レッド／ダッシュボード：ブラック/ベージュ
シートカラー：ベージュ/グレー/サルサレッド（JT）

トルネードレッド（G2）



＊1：move up!（2ドア）は受注生産となります。
＊2：シティエマージェンシーブレーキの制御には限界があります。このシステムは追突による被害軽減を目的とし、自動で追突を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。
※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。

〈　〉はhigh up!
（　）は電動パノラマスライディングルーフ装着車

三面図（mm）

27 28

主要装備表
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）＊2

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（フロント）

フォグランプ（リヤ）

オールティンテッドガラス（UVカット機能付）／電動リモコンドアミラー（ヒーター付）

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

2スピーカー

6スピーカー

パークディスタンスコントロール（リヤ）

Start/Stopシステム／ブレーキエネルギー回生システム／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

ティプトロニック／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

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3個）

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、瞬間/平均燃費、走行距離、平均速度、運転時間、外気温度）

シートベルト警告装置（全席）

電動パノラマスライディングルーフ（UVカット機能付）

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）

イージーエントリー機能

シートヒーター（運転席/助手席）

3本スポークステアリングホイール

レザー3本スポークステアリングホイール／レザーハンドブレーキグリップ

グローブボックス

ドアポケット（フロント）

トノカバー

175/65R14タイヤ／5J×14スチールホイール

185/55R15タイヤ／5.5J×15アルミホイール

Volkswagen Professional Care

タイヤ応急修理キット

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

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

主要諸元表

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

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

名

m

km/ℓ

mm

cc

kW（PS）/rpm

Nm（kgm）/rpm

ℓ

DBA‐AACHY

3,545

1,650

1,495

2,420

145

920

4

4.6

25.9

ASG＊3／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

CHY

直列3気筒DOHC（4バルブ）

74.5×76.4

999

10.5

55（75）/6,200

95（9.7）/3,000‐4,300

電子制御式

35

無鉛プレミアム

乾式単板ダイヤフラム式

自動5段（前進）1段（後退）

第1速3.642/第2速2.142/第3速1.361/第4速0.959/第5速0.796/後退3.416

4.166

マクファーソンストラット（スタビライザー付）

トレーリングアーム

ベンチレーテッドディスク

ドラム

1,415/1,410

920＊4

185/55R15

2ドア＊1 5速ASG＊3 右ハンドル

900

1,430/1,425

175/65R14

4ドア 5速ASG＊3 右ハンドル

車両型式

寸法／重量

乗車定員

性能

エンジン

諸装置

環境仕様
90g/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：74dB／定常走行騒音：65dB／加速走行騒音：66dB

種類：R134a／使用量：380±10g

二酸化炭素（CO2）排出量

排出ガス

騒音

エアコン冷媒

＊3：ASG（Automatisiertes Schaltgetriebe）＝ドイツ語でオートメーテッドマニュアルトランスミッションの意味。＊4：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
940kg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

EQUIPMENT LIST SPECIFICATIONS

●：標準装備　△△：受注生産オプション

△

move up!
4ドア 4ドア2ドア＊1

high up!

2ドア＊1

move up!
4ドア
move up!
high up!

move up! high up!

1,650 全幅

510 490

1,430〈1,415〉

1,
49

5 
全
高

96
0（

92
0）

   
   

95
0 

   
   

   
1,

23
0（

1,
18

0）
   

 

3,545 全長

2,420

（
69

0）

50
0

（410）

50
0

1,
19

0

1,
25

0

1,650 全幅

510 490

1,430

1,
49

5 
全
高

   
   

   
96

0

   
   

95
0 

1,
23

0

3,545 全長

2,420

50
0

50
0

1,
19

0

1,
27

0



29 30

08 Triangle/トライアングル

12 up!専用ナビゲーション（AVIC‐MP35）

13 フロアマット（up!） 14 ドアシルプレート（ステンレス） 15 ラゲージトレー 16 エッジプロテクター

11 ルーフフィルム Motorway10 ルーフフィルム THIS SIDE up!05 リヤスポイラー01 フロントスカート 02 サイドスカート 03 リヤスカート 04 Upsilon/ウプシロン

写真は一部日本仕様と異なる場合があります。詳しくはアクセサリーカタログをご覧ください。

07 Aspen/アスペン06 Waffle/ワッフル 09 パークディスタンスコントロール（リヤ）

※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up!をより個性的に彩ります。

03
04

05

0102
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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。 ※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。

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

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

－ 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。

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）

Volkswagen Owner's PassAfter Service



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。

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。

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

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 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］

33

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。

34

「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。

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。

Think Blue.

月々の
お支払い



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

up!

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。

Issue:June,2015 VW0172‐VDM5063　　表紙のPhoto：high up!  ボディカラー：キャンディホワイト（B4）  写真は一部日本仕様と異なる場合があります。
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