
Golf Alltrack



コネクティビティ機能“App-Connect”が、“Discover Pro”にも搭載され、MirrorLink™に加え、
Apple社のCarPlay™およびGoogle社のAndroid Auto™が利用できるようになりました。

ビーコン受信時でしか行われなかったダイナミックルートガイダンスがFM VICS受信時でも行われるようになり、
ルート案内の精度がさらに高いものとなりました。

オンライン接続＊ができるようになったことで正確性の増したルート案内能力や豊富な情報の入手が可能となり、ナビゲーションシステム
としての基本性能が大幅に向上しました。フリーワード検索による目的地の設定やボイス検索など、新機能も追加されています。

VICSワイド対応

モバイルオンラインサービス“Volkswagen Car-Net”
「コネクティビティ機能“App-Connect”」

モバイルオンラインサービス“Volkswagen Car-Net”
「テレマティクス機能“Guide & Inform”」

＊：スマートフォンのテザリングやWi-Fiルーターによる接続が必要です。通信費は別途、各通信会社との契約に基づき発生、変動します。契約内容によっては別途追加契約が必要となる場合があります。
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Life is Freedom
行きたいところへ行こう。見たいものを見よう。

あふれる好奇心に、限界などあるはずないのだから。

世界で認められたステーションワゴン“Golf Variant”の実力と

フルタイム4WDを備えた本格派SUVの走りをクロスオーバー。

そのパフォーマンスは、あらゆる可能性を切り拓く。

Golf Alltrack。さあ、限りないフィールドで、もっと自由な毎日を楽しもう。

Photo： TSI 4MOTION Upgrade Package　ボディカラー：トルネードレッド（G2）  オプション（18インチアルミホイール）装着車　写真は一部実際と異なる場合があります。　　　02



03　　　Photo： TSI 4MOTION Upgrade Package　ボディカラー：トルネードレッド（G2）  オプション（Discover Pro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。 　04

街を刺激する、アクティブな個性。
シャープなキャラクターラインや流麗なルーフラインなど、

Golf Variantのもつ洗練された美しさをそのままに。

ラフロードを思いのままに走るための装備が、

街中でひときわ映えるアクティブな個性を演出します。
タフな走りを予感させるバンパーガードやホイールアーチモールディングなど、
機能性と美しさを両立した独創的なデザインが、
あらゆる道を走破するGolf Alltrackのパフォーマンスを視覚に訴えかけます。



05　　　Photo： TSI 4MOTION Upgrade Package　ボディカラー：トルネードレッド（G2）　写真は一部実際と異なる場合があります。 06

いつでも、どこでも、同じ走りの楽しさを。
低回転域から湧き上がる1.8ℓTSI®エンジンのパワー。

そして4輪駆動の生み出す圧倒的な安定感が、卓越したオンロード性能を実現。

さらに、Volkswagenの先進技術がその走りを安心で支えます。

Golf Alltrackには、先行車との距離を自動で保つアダプティブクルーズコントロール“ACC”や、
意図しない車線の逸脱を検知して警告するレーンキープアシストシステム“Lane Assist”を装備。
先進の技術でドライバーをしっかりサポートします。　■機能の詳細についてはP.15をご覧ください。



07　　　Photo： TSI 4MOTION Upgrade Package　ボディカラー：トルネードレッド（G2）  オプション（Discover Pro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。 08

目的地は、好奇心が知っている。
Golf Variantに比べて25mm上がった地上高や、

フルタイム4WDシステム“4MOTION”の搭載により、

雪道や悪路においても信頼感ある走りを実現。

抜群の走破性能でドライバーの好奇心に応えます。

状況に合わせて前後輪の駆動配分を変化させる“4MOTION”をはじめ、
急勾配や路面の荒れた下り坂でブレーキを自動制御するヒルディセントアシストや、
「オフロード」モードが選択できる専用のドライビングプロファイル機能など、
Golf Alltrackは本格的なラフロード性能を身につけています。　■機能の詳細についてはP.13をご覧ください。
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広さの分だけ、発想は自由になる。
ワンクラス上の積載性能も、Golf Alltrackを選ぶべき特徴のひとつ。

家族や仲間と楽しむ週末のキャンプでは余裕をもって道具を積めるなど、

卓越した積載性が、日常からレジャーまであらゆるシーンで可能性を広げます。

605ℓ＊の大容量を誇るラゲージルームは、後席を倒せば最大で1,620ℓ＊の広大なスペースが出現。
荷物を積みやすいスクエアな室内形状や、背もたれを60:40に分割して倒せる後席シートなど、
多彩な機能性であなたのライフスタイルを力強くサポートします。＊：数値はISO測定法によるドイツ公表値。



11 写真は一部実際と異なる場合があります。　※モニター画面はイメージです。　　　12
Photo： TSI 4MOTION Upgrade Package　シート：チタンブラック（TW）　オプション（Discover Proパッケージ）装着車

どの席を選んでも、すべてが特等席。
ステアリングを握るドライバーはもちろんのこと、

助手席や後席においても快適な時間を過ごせる室内空間。

それは余裕をもって確保されたパーソナルスペースだけでなく、

隅々にまでこだわりの品質を求めたVolkswagenならではの価値。

たとえラゲージに荷物を積載していても、

Golf Alltrackなら家族や仲間など大切な人みんなが、

ゆとりと快適に満ちたドライブを楽しめます。



エネルギーを無駄なく、効率的に利用する環境技術“BlueMotion Technology”。

Start/Stopシステム
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車両を停止

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。

ブレーキエネルギー回生システム
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。

※エンジンの自動停止/自動再始動には作動条件があります。詳細については、取扱説明書もしくは正規ディーラーにてご確認ください。

Performance
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4MOTION
最新の第5世代ハルデックスカップリングを採用した

Volkswagenのフルタイム4輪駆動システ“4MOTION”

を搭載。電子制御ユニットが常に理想的な駆動トルクを計算し、

路面状況や走行状況に応じて瞬時に最適なトルクを前後輪に

配分します。低負荷走行時には前輪だけにトルクを配分して

燃料消費を抑える一方、発進時や加速時には後輪へのトルク

配分を増加させます。また状況によっては駆動トルクのほぼ

100％を後輪に配分することも可能。オンロードでは力強い

発進加速や高速走行時の安定性を、ラフロードでは優れた

トラクション性能を発揮。あらゆる走行シーンで常に安定

した走りを実現します。

1.8ℓTSI®エンジン
Golf Alltrackには最高出力132kW(180PS)、最大トルク280Nmを発生する

1.8ℓTSI®エンジンを搭載。1,350rpmという極めて低い回転数から4,500rpm

までの広い回転域で、最大トルクを発生し続けるこのエンジンが、オンロードに

おいてはもちろん、力強いトルクが必要とされるラフロードにおいても同様に

真価を発揮します。

6速DSG®トランスミッション
湿式のマルチプレート（多板）クラッチを採用。オイルの表面張力を利用したこの

方式により、エンジンパワーの伝達効率を飛躍的に向上させます。さらに耐摩耗

性や冷却性に優れているため、280NmというGolf Alltrackの豊かなトルクに

も余裕をもって対応。つねに安定した性能を実現します。

電子制御式ディファレンシャルロック“XDS”
電子制御式ディファレンシャルロック“XDS”を前後輪に装備。コーナリング時に駆動輪内側のグリップ不足を検知

すると内輪にブレーキをかけて空転を抑制し、アンダーステアを軽減することで、ニュートラルで正確なハンドリング

と安定したコーナリングを実現します。

ドライビングプロファイル機能「オフロード」モード
Golf Alltrackには専用の「オフロード」モードを採用。以下のようにプログ

ラムを変更して、雪道や未舗装路など滑りやすい状況下での安全かつ快適

な走行をアシストします。

走る道を選ばない、本格的な走破性能。
地面から車体までの高さはGolf Variantから＋25mmの165mm。余裕をもって設計されたアプローチアングル/

ディパーチャーアングルにより、Golf Alltrackはその名の通りあらゆる道を走破する性能を備えています。

ABSの調整
制動距離をより短くするため、ホイールロックのインターバルを制御します。

ヒルディセントアシスト＊

時速30km以下で急な下り坂に差しかかると、車速が一定になるよう4輪
すべてのブレーキを自動制御します。前進および後進の車速を時速2～
30kmの範囲で制御します。

アクセルペダルの特性変更
ラフロードを走行する際には低速域での細かいアクセルワークが求められ
ます。「オフロード」モードを選択すると、アクセルペダルの反応特性が変更
され、緻密なアクセルコントロールを可能にします。

Photo： TSI 4MOTION Upgrade Package  ボディカラー：トルネードレッド（G2） オプション（Discover Pro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。 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。  ※運転支援システムの作動には様々な条件があり、走行状況や車両の状態によっては効果を最大限に発揮でき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。

＊タイヤと地面が十分にグリップしている時のみ作動。ヒルディセントアシスト機能は補助
　であり、すべての下り坂の状況で車両に十分なブレーキをかけるものではありません。

自然を楽しむ走破性能。 自然をいつくしむ環境性能。

アプローチアングル：14.5°
ディパーチャーアングル：17.3°

17.3° 14.5° 9.4°

ランプブレークオーバーアングル：9.4°
最低地上高：165mm

＊道路状況等によっては性能に限界があります。未舗装路での無理な走行は、故障の原因となりますのでご注意ください。



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

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。

［TSI 4MOTION Upgrade Packageに標準装備］

＊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

ESC・DSR
走行時の予期せぬ障害物の回避や滑りやすい路面での横滑りを防ぎ、走行安定性を高めます。センサーにより

クルマの不安定な挙動を感知すると、多くの電子制御機能をコントロールしてブレーキやエンジン出力を統合

制御。走る歓びを先進の技術で支えます。

ESC＝エレクトロニック・スタビリティ・コントロール
DSR＝ドライバー・ステアリング・リコメンデーション。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します。

ポストコリジョンブレーキシステム
衝突の危険を最大限回避する機能を搭載するとともに、起こってしまった事故の被害を最小限にとどめる。その

ための備えが、ポストコリジョンブレーキシステムです。これは、衝突や追突時の衝撃をエアバッグのセンサー

が検知することで作動。自動でブレーキをかけて車両を時速10km以下になるまで減速＊させて、対向車線への

はみ出しによって起こる多重事故の危険を低減させるシステムです。もちろんドライバーの操作でブレーキを

解除することも可能です。

＊車両は最大0.6Gの範囲内で減速されます。

■ESC装着車　■ESP非装着車 

※Front Assist、シティエマージェンシーブレーキ、ACC、Lane Assistの制御には限界があります。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、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。

■ポストコリジョンブレーキ装着車　■ポストコリジョンブレーキ非装着車 

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警告音で

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。時速65km
　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。

プロアクティブ・オキュパント・
プロテクション
事故が起きる可能性を予測し、早い段階で乗員保護機能の

作動に備えるのがプロアクティブ・オキュパント・プロテク

ション。急制動や極端なオーバーステア/アンダーステアに

よって発生しうる事故の可能性を検出すると、即座にシー

トベルトのテンションを高めます。同時にウインドーを閉じ、

万が一の衝突が起きた際、各エアバッグが最大限の効力を

発揮できるように備えるシステムです。

「安全性はすべてに優先する」 走りの楽しさを支える、Volkswagenの安全技術。
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リヤビューカメラ“Rear Assist”
ギヤをリバースに入れると、リヤエンブレム

に内蔵されたカメラが後方の映像をイン

フォテイメントシステムのモニターに映し出

します。車庫入れ時などに、後方視界を画面

で補助します。

Safety

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。　※モニター画面はイメージです。



Golf Alltrack TSI 4MOTION
Golf Alltrack TSI 4MOTION Upgrade Package

トルネードレッド（G2） タングステンシルバーメタリック（K5） パシフィックブルーメタリック（D5）

ピュアホワイト（0Q） ディープブラックパールエフェクト（2T） オリックスホワイト マザーオブパールエフェクト（0R）＊

ナイトブルーメタリック（Z2）

Seat

Body Colors

アンダーガード付フロントバンパー/ドアミラー アンダーガード付リヤバンパー/クロームツインエキゾーストパイプ サイドシル/ホイールハウスエクステンション ドアシルプレート

アルミ調ペダルクラスター ファブリックシート デコラティブパネル 17インチアルミホイール

Golf Alltrack専用装備

ピュア
ホワイト（0Q）

パシフィックブルー
メタリック（D5）

オリックスホワイト マザーオブ
パールエフェクト（0R）

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）Seat Body Color

チタンブラック（TW）

チタンブラック（TW）

チタンブラック/レザー（TW）

マラケシュ/レザー（YW）

TSI 4MOTION Upgrade Package

○：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）

＊TSI 4MOTION Upgrade Packageオプション装備

タングステンシルバー
メタリック（K5）

トルネード
レッド（G2）

チタンブラック（TW）TSI 4MOTION

マラケシュ/レザー（YW）＊チタンブラック/レザー（TW）＊

 ■ Discover Proパッケージ
   Volkswagen純正インフォテイメントシステム"Discover Pro"／ETC2.0対応車載器

TSI 4MOTION Upgrade Package

 ■ レーンキープアシストシステム“Lane Assist”
 ■ 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）
 ■ フルカラー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）

［標準装備］

［オプション装備］

 ■ レザーシートパッケージ
  スポーツシート（運転席/助手席）／パワーシート（運転席、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）／シートヒーター（運転席/助手席）

※TSI 4MOTIONはハロゲンヘッドライト、マルチファンクションインジケーターが標準装備。詳細はP. 21をご参照ください。

 ■ 電動パノラマスライディングルーフ　■ 18インチアルミホイール

1817

Color Combinations

Photo左： TSI 4MOTION Upgrade Package  ボディカラー：トルネードレッド（G2）/右： TSI 4MOTION  ボディカラー：ピュアホワイト（0Q）　写真は一部実際と異なる場合があります。

※レザーシートパッケージの単体装着はできません。Discover Proパッケージとのセットオプションとなります。※電動パノラ
マスライディングルーフの単体装着はできません。Discover Proパッケージとレザーシートパッケージとのセットオプションと
なります。※18インチアルミホイールの単体装着はできません。Discover Proパッケージとのセットオプションとなります。



Volkswagen純正インフォテイメントシステム“Composition Media”
フォルクスワーゲン車専用に開発された最新のオーディオシステムを採用。WVGAの6.5インチ大型モニターに

より、スマートフォンのように高画質な画面で直感的に操作することができます。また、ドライバーの手の動きを感

知して必要な時だけメニューを表示するなど、情報の見やすさと操作のしやすさを両立しました。CDプレーヤー、

MP3/WMA＊1再生、AM/FM、Bluetooth®＊2オーディオ/ハンズフリーフォン、さらに新機能のApp-Connectに

も対応しています。

App-Connect
App-Connectとはインフォテイメントシステムとスマートフォン間の通信を可能とするVolkswagenが提供する新たな機能です。

App-Connectは車載器とスマートフォンなど、機器間の通信手段として開発されたMirrorLink™＊6、“CarPlay”、“Android Auto™”

の３つの異なる通信プロトコルに対応します。App-Connectを介すことで、スマートフォン上のアプリケーションをインフォテイメント

システムの画面上で閲覧、操作することが可能です。例えばApple「Maps」やGoogle＊7「Google Maps」などのナビゲーション

アプリをインフォテイメントシステム上で操作することができます。

＊1：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。
＊2：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。
＊3：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。
＊4：iPod®、iPhone®、CarPlayは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
＊5：DVD-R/CD-R/CD-RWやSDHCメモリーカードに記録された音楽ファイルの直接再生が可能です。
＊6：携帯電話の機種によって対応していない場合があります。MirrorLink™はCar Connectivity Consortiumの商標または登録商標です。 
＊7：Google、Android™、Android Auto™は、Google Inc.の商標または登録商標です。　

Volkswagen純正インフォテイメントシステム“Discover Pro”
ナビゲーションをはじめ、オーディオ&ビジュアルや車両に関する情報などを集約。すべての操作を8インチの大型

タッチパネル・ディスプレイで直感的に操れる最新システムです。ナビには「ETC2.0対応車載器」を採用。合流や

渋滞、事故などの情報をリアルタイムで受信して、それを即座に反映させたルートガイダンスを実現します。また

純正システムならではの連動性により、車両情報の表示や各種装備・機能の設定も可能。見やすい表示と簡単な

操作で車両に関するすべての情報を管理できます。もちろん、フルセグ地上デジタルTVチューナー＊3、

iPod®/iPhone®＊4/音楽再生（MP3、WMA＊1、AAC）＊5、動画再生（MP4、WMV）、Bluetooth®＊2オーディオ/

ハンズフリーフォン、MirrorLinkTM＊6にも対応。直感的な操作と多彩な機能性で、カーライフをより楽しく快適に

演出します。

［TSI 4MOTION Upgrade Packageにオプション装備］

分割可倒式シート（後席）
背もたれは60：40に分割して倒すことができ、さまざまなアレンジが可能です。また後席のセンターアームレストを

倒してラゲージルームとキャビンを直結させれば、長い荷物も容易に積み込むことができます。

スライディングカバー
荷物の大きさに合わせてカバーのスライド位置を3段階に調整可能。外から見えないように荷物を覆う

ことでプライバシーを保護するとともに、走行時に荷物が座席へ飛び出すことを防ぎます。

カミングホーム&リービングホーム
夜間など暗い場所での乗降時に、ヘッドライトやドアミラー

下のランプが一定時間点灯、足下を明るく照らします。

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、電波により植め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。

フルカラーマルチファンクションインジケーター
メーターパネル中央に配置したディスプレイには、平均燃費や運転時間

など、さまざまな情報を見やすいフルカラーで表示します。

［TSI 4MOTION Upgrade Packageに標準装備］

ルーフレール
純正アクセサリーのキャリングロッドを簡単に取り付けることができ、アウトドア用品などの

積載に便利。また流麗なルーフラインを強調し、エクステリアをスタイリッシュに演出します。

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）

日差しを抑えるとともにプライバシーを確保、室内の快適さや安心感を

高めます。紫外線対策にも配慮し、UVカット機能付ガラスを採用しました。

Equipment

2019 ※写真は一部実際と異なる場合があります。　※モニター画面はイメージです。　※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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ESC（エレクトロニック・スタビリティ・コントロール）-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（アイソフィックス）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）
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）
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）
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）
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）
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、MirrorLinkTM＊4）
ETC2.0対応車載器
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
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）
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）
ティプトロニック／パドルシフト／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
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）／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
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/後席）
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）／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2個）／センターアームレスト（前席/後席）
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）
フルカラー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
Golf Alltrack専用エクステリア（ハニカムフロントグリル、エアインテークフレーム、アンダーガード付フロント&リヤバンパー、ホイールハウスエクステンション、サイドシル、ドアミラー）
クロームフロントグリルルーバー／クロームサイドウィンドー／クロームルーフレール
ダークテールランプ／クロームツインエキゾーストパイプ
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）
ファブリックシート／スタンダードシート（運転席/助手席）／高さ調整式シート（運転席/助手席）
レザーシート／スポーツシート（運転席/助手席）
パワーシート（運転席、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）
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）
シートヒーター（運転席/助手席）
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／Golf Alltrack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）
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）
シートアンダートレー（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
4MOTION（フルタイム4輪駆動）／電子制御式ディファレンシャルロック"XDS"
205/55R17タイヤ／7J×17アルミホイール（10スポーク）
225/45R18タイヤ／7.5J×18アルミホイール（10スポーク）
タイヤ応急修理キット／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

TSI 4MOTION TSI 4MOTION
Upgrade Package TSI 4MOTION TSI 4MOTION Upgrade Package

主要諸元表
4ドア 6速DSG® 右ハンドル

ABA-AUCJSF
4,585
1,800
1,510
2,635

1,545 / 1,515
165

5
5.2

14.9

車両型式

寸法／重量

乗車定員

性能

環境仕様

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

主要燃費向上対策

mm
mm
mm
mm
mm
mm

kg
名

m

km/ℓ

CJS
直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ（4バルブ）

82.5×84.1
1,798

9.6
132（180）/ 4,500-6,200
280（28.6）/ 1,350-4,500

電子制御式

55
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）
第1速3.461/第2速2.050/第3速1.300/第4速0.902/第5速0.914/第6速0.756/後退3.989

1‐4速：4.375/5‐6速：3.333/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

205/55 R17

二酸化炭素（CO2）排出量

排出ガス

騒音

エアコン冷媒

156g/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）：0.05g/km／窒素酸化物（NOx）：0.05g/km

近接排気騒音：72dB／定常走行騒音：69dB／加速走行騒音：75dB
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

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
cc

kW（PS）/rpm
Nm（kgm）/rpm

ℓ

TSI 4MOTION Upgrade PackageTSI 4MOTION

●：標準装備　▲：オプション

〈 　〉は電動パノラマスライディングルーフ装着車  ▲1："Discover Pro"パッケージ　▲2：レザーシートパッケージ（▲1とのセットオプションとなります。●1：レザーシートパッケージを装着する場合、シートアンダートレーは助手席のみと
なります。）電動パノラマスライディングルーフは、▲1と▲2とのセットオプションとなります。  ▲3：18インチアルミホイール（▲1とのセットオプションとなります。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。）
＊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：ISOの定めたトランク容量測定方法。 容量1ℓ（200mm×100mm×50mm）のテストボックスにて測定。（ドイツにおける公表値）＊4：携帯電話の機種によって対応していない場合があり
ます。MirrorLink™はCar Connectivity Consortiumの商標または登録商標です。

●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

▲2

▲1

▲1

▲

▲3

●1

▲2

▲2

主要装備表

燃料消費率（国土交通省審査値）

エンジン

諸装置

スタート/ストップシステム／筒内直接燃料噴射／
可変吸気バルブタイミングシステム／電動パワーステアリング／充電制御／DSG®

Equipment List / Specifications

1,540 1,540〈1,570〉

ラゲージスペースの容量はISO測定法＊3による。（　）内は後席を倒した場合。

ラゲージスペース 605（1,620）ℓ

21 22



After Service

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）

5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

Volkswagen Owner's Pass

－ 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。

※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。

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）
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Volkswagen Financial Services
“あんしん感”と“お支払いの手軽さを両立”する、フォルクスワーゲンならではのご購入プランをご用意しています。

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。

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。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］

据置価格設定型
据置価格設定型ローン

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。

Volkswagen Lifestyle

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。
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最新情報が満載。お気に入りの記事には「いいね!」をクリックしてください。

フォルクスワーゲンの今に触れられる、公式ページをフォローしてください。

最新トピックスを発信中の、公式アカウントをフォローしてください。

新車情報、その走りなど最新動画を配信しています。

さらに詳しい情報は

Volkswagen Official Site
カタログだけではお伝えしきれないフォルクスワーゲンならではの魅力を、より深くリアルに。

多彩な情報・サービスをお届けする公式サイト/コミュニティサイトへアクセスして、あなたご自身がぜひ体感・体験してください。

詳細は フォルクスワーゲン サイトトップ 購入サポート 詳細は フォルクスワーゲン サイトトップ 購入サポート

Facebookディーラー検索モデル選択

Google+

Twitter

YouTube

　フォルクスワーゲンコミュニティサイト
公式サイトトップから簡単アクセス。最新情報・動画など

の多彩なコンテンツを発信するとともに、ユーザーの皆さま

とフォルクスワーゲンで作る世界。ぜひお越しください。

　試乗車/展示車検索
ご希望のモデル>ディーラー検索（地図 /フリーワード）を
順次選択するだけで、お近くのディーラーを簡単検索。

実車に触れて、乗って、その魅力を体験してください。

　見積りシミュレーション
ご希望のモデル>グレード>カラー>オプション>サービス
プログラムと順次選択していくだけで、どなたでも簡単に
お見積りをシミュレーションしていただけます。
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Golf Alltrack

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
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