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ライフシーンを豊かに彩る、
Volkswagenのフルサイズミニバン。

伸びやかなフォルムに精悍さと気品を備えたスタイリッシュなデザイン。

全席に独立シートを採用し、一人ひとりに最高の快適さをもたらす室内空間。

危険を察知し、自動でクルマを停止させる

プリクラッシュブレーキシステム“Front Assist”や、

車両後方の死角をレーダー検知で補うブラインドスポットディテクションなど、

Volkswagenならではのクラスを超えた安全装備も備えています。

安全性・快適性・機能性が高いレベルで融合したフルサイズミニバン、Sharan。

安心が生み出すそのゆとりが、乗る人のライフシーンを豊かに彩ります。

Photo：TSI Highline　ボディカラー：ハドソンベイブルーメタリック（7E）　オプション（電動パノラマスライディングルーフパッケージ、インテグレーテッド チャイルドシート＊、714SDCWパッケージ）装着車。 ＊：写真は非装着時の状態となります。　写真は一部実際と異なる場合があります。1 2



Photo：TSI Highline　ボディカラー：ブラックオークブラウンメタリック（P0） オプション（714SDCW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。

頼りがいを感じさせる伸びやかなフォルム。
大切な人を心から安心させる先進の安全装備。
存在感を主張しつつ、優美な雰囲気を醸し出すリヤスタイル。

快適なクルージングを実現するアダプティブクルーズコントロールや、

クラスを超えた安全装備が、乗るすべての人を安心で満たします。
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Photo：TSI Highline　ボディカラー：リフレックスシルバーメタリック（8E）　写真は一部実際と異なる場合があります。

シンプルかつスタイリッシュなデザイン。
大きなボディを感じさせない力強い走り。

フルサイズミニバンであることを忘れてしまうトルクフルな走りに。

乗るほどに良さを実感するスタイリッシュなデザインを目にするたびに。

Sharanを選んで良かった、と心から思える瞬間があります。
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写真は一部実際と異なる場合があります。

多彩で機能的なシートアレンジ。
週末を思いっきり楽しむための創造空間。
自由な発想で、自在に使える広大なラゲージスペース。

多彩で機能的なシートアレンジが、週末の楽しみを無限に広げます。
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Photo：TSI Highline　シート：チタンブラック/アルカンターラ（BY）　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。

乗るほどに良さがわかるシンプルデザイン。
運転する人のことをしっかり考えた機能性。
Volkswagenならではの飽きのこないシンプルなデザイン。

そこは、優れた機能性と高い品質が共存する洗練された空間。
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Photo：TSI Highline　シート：チタンブラック/レザー&アルカンターラ（BY）　写真は一部実際と異なる場合があります。

乗る人すべてが快適に過ごせるゆとりの空間。
フレキシブルな全席独立型の3列シート。
余裕をもって設計された空間と全席独立型シートが、

Sharanと過ごすあらゆる時間を心地よさで包みます。
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Photo：TSI Highline　ボディカラー：リフレックスシルバーメタリック（8E）　シート：チタンブラック/レザー＆アルカンターラ（BY） 　写真は一部実際と異なる場合があります。Photo：TSI Highline　シート：チタンブラック/レザー&アルカンターラ（BY）　オプション（電動パノラマスライディングルーフ、インテグレーテッドチャイルドシート＊、714SDCWパッケージ）装着車。　＊：写真は非装着時の状態となります。　写真は一部実際と異なる場合があります。　

どこまでも開放的な空間は、
いつだって、ゆとりある時間を生み出す。
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写真およびイラストは、機構説明用につき実際のものとは一部異なります。

Safety　楽しい空間は、みんなの安心があってこそ。

HL に標準装備 CL

HL ：TSI Highline ：TSI ComfortlineCL

 ［　　　  にオプション（セーフティパッケージ）］ HL に標準装備 CL ［　　　  にオプション（セーフティパッケージ）］

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

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）

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。

＊：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

レーンキープアシストシステム“Lane Assist”
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

ブラインドスポットディテクション（後方死角検知機能）

HL に標準装備 CL ［　　　  にオプション（セーフティパッケージ）］

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

ギヤをリバースに入れると車両後方の映像を映し出します。画面

にはガイドラインが表示され、車庫入れや縦列駐車などの際に安全

確認をサポートします。

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）

リヤビューカメラ“Rear Assist”

※これらのシステムは追突や事故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。

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、対向

車線へのはみ出しなどによって起こる多重事故の危険を低減させます。

＊：車両を最大0.6Gの範囲内で減速します。

ポストコリジョンブレーキシステム

センサーにより障害物などを感知し、ディスプレイと警告音で知らせる

システム。車両と障害物との距離や位置が分かりやすいイラストで

表示され、安全確認をサポートします。

＊：714SDCWパッケージを装着した場合には非装備となります。

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＊

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

HL に標準装備CL

HL に標準装備CL

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）
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写真およびイラストは、機構説明用につき実際のものとは一部異なります。

Safety　大切な人の笑顔を守る。

エアバッグ
運転席/助手席の「フロントエアバッグ」、1列目と

2列目の「サイドエアバッグ」、サイドウインドー

全体を覆う「カーテンエアバッグ」に加え、運転席

には「ニーエアバッグ」を採用。合計9個のエア

バッグが優れた乗員保護性能を発揮します。

ニーエアバッグ（運転席）
衝突時のステアリングコラムやインストル

メントパネルとの接触による膝への衝撃を

吸収し、ドライバーの脚部を保護します。

HL ：TSI Highline ：TSI ComfortlineCL

モビリティタイヤ
内部に粘着性の強いシール層を配した特殊構造の

タイヤを標準装着。直径5mm以下の釘やネジが刺さり

内部に達した場合、シーラント剤が速やかにパンク穴

を塞ぎます。タイヤの空気圧が失われることがない

ため、路上での急なタイヤ交換や修理の必要が

なく、安全な場所まで運転することが可能です。また、

スペアタイヤを装備する必要がないため、車内の

スペースをより有効に使うことができます。
※タイヤの損傷に気がついた場合は、できるだけ早く正規ディーラーでの
点検を行ってください。点検の結果、タイヤ交換をお願いする場合もござい
ます。通常のタイヤと同じように定期的なタイヤ点検を推奨いたします。

ESP-DSR
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。

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。
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。 

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。車速が時速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。

HL にオプション

インテグレーテッド
チャイルドシート（後席一体型チャイルドシート）
2列目左右のシートに内蔵されたチャイルドシート。チャイルドシートが必要な

お子様が乗車する時は、シート座面を引き起こし、専用サイドヘッドレストを

装着。座面を格納し専用サイドヘッドレストをとりはずせば、通常のシート

として使用できます。

※適応体重：15～36kg
※身長115cm以下のお子様には純正アクセサリーチャイルドシートのご使用を推奨します。詳しくは、正規
ディーラーにお問い合わせください。

ISOFIX基準適合
チャイルドシート固定装置
後部座席（2列目/３列目）には、

チャイルドシートをワンタッチで固定できるISOFIX

基準適合チャイルドシート固定装置を装備。別売の

チャイルドシートにも対応しています。ISO（国際標準

化機構）規格のシート固定方式により、固定用フックと

チャイルドシート側の取付アームを連結。ワンタッチで

確実に装着ができます。

※チャイルドシートは、フロント／サイドエアバッグ装備車において助手席での使用
がメーカーによって認可されたものを使用してください。メーカーの説明書をよく読み、
注意事項を順守してください。

■ESP装着車
■ESP非装着車
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1.4ℓ TSI®エンジン 
シリンダー内に必要な量だけ直接燃料を噴射する直噴技術と、効率よく多量の空気を送り込む過給機。この2つを組み合わせた

「直噴＋過給」システムにより、優れた燃焼効率と高トルクを発揮。小型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

このパワーユニットは、5,000～6,000rpmで110ｋW（150PS）の最高出力を、また1,500～3,500rpmで250Nm（25.5kgm）の

最大トルクを発揮。小排気量であっても、高いパフォーマンスと優れた燃費性能を発揮。アクセルペダルを踏み込んだその瞬間から、

すぐにその実力を実感できます。

DSG®トランスミッション
マニュアルギヤボックスを基本とした2つのクラッチを持つトランスミッションが、

切れ目のない滑らかな加速をもたらします。TSI®エンジンとの組み合わせは、より

優れた燃費効率とCO2排出量削減を実現。ティプトロニックによりシフトレバーの

操作で任意にギヤを選択可能。パドルシフトを使ってステアリングから手を離すこと

なく操作をすることも可能です。

総排気量：1,394cc
最高出力：110kW（150PS）/5,000-6,000rpm（ネット値）
最大トルク：250Nm（25.5kgm）/1,500-3,500rpm（ネット値）
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自動的にアイドリングをストップし、燃費を良くする
“Start/Stopシステム”

バッテリーへの充電を効率良くおこなう
“ブレーキエネルギー回生システム”

③スムーズに発進。②ブレーキから足を離す。
エンジン再始動

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。エンジンの自

動停止はACC（アダプティブクルーズコントロール）やオートホールド、エレクトロニッ

クパーキングブレーキの作動中でも行なえます。さらにアクセルオフやブレーキ操作な

どによる、停車に向けた制御の実行中にも自動停止が可能です。

＊：オートホールド機能がオンの場合には、アクセルペダルを踏むことで再始動します。

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。

クルマの減速エネルギーを効率良く電力に変換。 充電によるエンジンの負荷を低減。

燃 料 消 費 効 率 を 高 め る

燃料を使うことなくバッテリーへの充電量を増加。 充電のための燃料消費を削減。

エンジン停止
▼

アイドリングによる燃料消費をカット

アクセルから足を離して減速した時 アクセルを踏み込んで加速した時①停車させ、ブレーキを
　踏みつづける。

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。

環境仕様
155g/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：79dB／定常走行騒音：68dB／加速走行騒音：70dB
種類：R134a／使用量：875±15g／GWP値：1,430／環境影響度目標値：150／目標年度2023年

二酸化炭素（CO2）排出量
排出ガス
騒音
エアコン冷媒

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。
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。

15.0km/ℓ

エコカー減税 燃費・環境性能 燃料消費率 （国土交通省審査値）

排出ガス75%低減

自動車取得税

自動車重量税

減税

減税

60%
50% 平成32年度燃費基準達成車

Performance　洗練された走りと環境性能の融合が、新たな歓びを生みます。 Ecology　エネルギーを無駄なく、効率的に利用する環境技術“BlueMotion Technology”。
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2人乗り
2列目を折畳み、3列目を格納。広大なラゲージスペースが出現します。

5人乗り
3列目をすべて格納。実用的なラゲージスペースを確保します。

7人乗り
全席独立型のシートには、それぞれ3点式シートベルトが標準装備されます。

開口幅の大きなスライドドアと、イージーエントリー機能により3列目への乗り降りもスムーズ。
全席独立型のシートは、荷物の量や乗る人の数に合わせてフレキシブルにアレンジが可能です。

2列目と3列目は簡単に折畳め、手軽に大容量のラゲージスペースを作り出すことができます。
さらに助手席を倒すことで長さのある物も積載可能。

ゆとりの広さと便利なシートアレンジが、多彩なライフシーンに応えます。

Seat Arrangement　自由な発想で、自在に使える3列7人乗りのゆとり空間。

写真は一部仕様が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、P37主要装備表をご確認ください。

ラゲージスペース
3列目シート使用時でも約300ℓの容量を確保。2列目と3列目を折畳むと、最大2,297ℓ＊の

フラットでスクエアなスペースを作ることができます。さらに助手席を倒すことで、2.95mの

長い荷物も積み込めます。

＊：ISO測定法による。数値はドイツ公表値。
※レザーシート装着車（受注生産オプション）は助手席を倒すことができません。

Photo：TSI Highline　ボディカラー：リフレックスシルバーメタリック（8E）　写真は一部実際と異なる場合があります。
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Sharan TSI Highline

写真は一部実際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、P37主要装備表をご確認ください。

ボディカラー：ハドソンベイブルーメタリック（7E）

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。

15.0km/ℓ

エコカー減税 燃費・環境性能 燃料消費率 （国土交通省審査値）

排出ガス75%低減

自動車取得税

自動車重量税

減税

減税

60%
50%

質感の高いレザー＆アルカンターラシートを標準装備。

高級感あふれるレザーシートをオプション設定しています。

リモコンキーや運転席からでも操作可能なパワーテールゲートを装備。

さらに、3段階に温度調整が可能なシートヒーターを運転席と助手席に装備。

Sharanの持つ安全性・快適性・機能性を余すことなく享受できるモデルです。

シート：チタンブラック/レザー&アルカンターラ（BY）

電動パノラマスライディングルーフパッケージ
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）／サングラスホルダー

714SDCWパッケージ
Volkswagen純正ナビゲーションシステム"714SDCW"／ETC2.0対応車載器
VTRケーブル及びUSBデバイス接続装置

オプション装備

レザーシートパッケージ＊

レザーシート／パワーシート（運転席/助手席、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/助手席）／シートマッサージ機能（運転席）

インテグレーテッド チャイルドシート
インテグレーテッド チャイルドシート（後席一体型チャイルドシート〈2列目左右〉）

※インテグレーテッド チャイルドシートは714SDCWパッケージとのセットオプション。電動パノラマスライディングルーフパッケージは714SDCWパッケージとのセットオプション、レザーシート
パッケージもしくはインテグレーテッド チャイルドシートとのセットオプション。レザーシートパッケージは714SDCWパッケージとのセットオプション。
＊：納車時期は2016年以降となります。

平成32年度燃費基準達成車

シート：チタンブラック/レザー（BY）
オプション（レザーシートパッケージ）装着車。
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ボディカラー：ブラックオークブラウンメタリック（P0）

快適なクルージングを実現するアダプティブクルーズコントロール“ACC”や、

バックでの車庫入れをサポートするリヤビューカメラ“Rear Assist”を標準装備。

後席にはプライバシーを守るダークティンテッドガラスを装備し、

乗る人すべてに心地よい空間をもたらします。

Sharan TSI Comfortline

写真は一部実際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、P37主要装備表をご確認ください。

シート：チタンブラック/ファブリック（BY）

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。

15.0km/ℓ

エコカー減税 燃費・環境性能 燃料消費率 （国土交通省審査値）

排出ガス75%低減

自動車取得税

自動車重量税

減税

減税

60%
50%

※セーフティパッケージはバイキセノンヘッドライトパッケージと714SDCWパッケージとのセットオプション。714SDCWパッケージはバイキセノンヘッドライトパッケージとのセットオプション。
電動パノラマスライディングルーフパッケージはセーフティパッケージとバイキセノンヘッドライトパッケージと714SDCWパッケージとのセットオプション。

714SDCWパッケージ
Volkswagen純正ナビゲーションシステム"714SDCW"／ETC2.0対応車載器
VTRケーブル及びUSBデバイス接続装置

オプション装備

電動パノラマスライディングルーフパッケージ
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）／サングラスホルダー

バイキセノンヘッドライトパッケージ
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付）／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

セーフティパッケージ
レーンキープアシストシステム"Lane Assist"／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）

平成32年度燃費基準達成車

25 26



写真は一部実際と異なる場合があります。

※本カタログ記載の仕様が変更となる場合がございます。

納車時期：2016年以降

Sharan TSI Trendline

ボディカラー：リフレックスシルバーメタリック（8E）

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。

15.0km/ℓ

エコカー減税 燃費・環境性能 燃料消費率 （国土交通省審査値）

排出ガス75%低減

自動車取得税

自動車重量税

減税

減税

60%
50%

プリクラッシュブレーキシステム“Front Assist”や

ポストコリジョンブレーキシステムなど先進の安全技術を標準装備。

後席への乗降性を大幅に高める左右のパワースライドドアや

独立型3列シートを備えたゆとりある室内空間をそのままに、

Sharanの価値をより身近に感じていただけるモデルです。

シート：チタンブラック/ファブリック（BY）

平成32年度燃費基準達成車
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写真はイメージです。

“Easy Open”機能
パワーテールゲートと連動した機能で、キーを保持した人間がリヤ

バンパー下方において足で所定の動作をすると、センサーが反応して、

自動でテールゲートが開きます。この機能により、荷物等で両手がふさ

がっている状態でも、テールゲートに触れることなく開けることができ

ます。誤作動防止のため、キー保持者が車外のテールゲートの付近に

いる場合のみ作動します。

パワースライドドア（リヤ左右）
ドアハンドルまたはセンターコンソールのスイッチ、リモコンキーの操作で自動開閉が可能。雨の日や、荷物で両手が塞がっている時の乗り

降りに便利です。また、障害物が当たると自動的にドアが反転する挟み込み防止機能付。

写真はイメージです。

操作スイッチ（センターコンソール）

操作スイッチ（センターコンソール）

パワーテールゲート
リモコンキーで自動開閉が可能。障害物が当たると自動的に停止する

挟み込み防止機能を備え、安全性にも配慮しています。テールゲート

ハンドルまたはセンターコンソールのスイッチでも操作できます。お好み

の角度にできるオープン角度調整機能付。 HL に標準装備

HL に標準装備

オートライトシステム＆レインセンサー
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。

自動でヘッドライトを作動させ、ワイパーの作動間隔を調整します。

ダイナミックコーナリングライト
ロービームを点灯し時速10km以上でカーブを走行する際、ステアリング

操作に連動して作動するダイナミックコーナリングライトを搭載。ヘッド

ライト照射角を進行方向へと向け、適切に照らし出します。

自動防眩ルームミラー
後続車両のライトの光量に応じて、自動的に反射を減光します。

写真およびイラストは、機構説明用につき実際のものとは一部異なります。 ※オプション設定の詳細につきましては、P37主要装備表をご確認ください。

CLHL に標準装備

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。

Equipment

バイキセノンヘッドライト
ハロゲンライトの約2倍の光量で、より遠く広い範囲を照らします。車体

の傾きに反応して上下の光軸を自動調整するオートハイトコントロール

機能付。内部まで美しく精密に作り込まれたデザインや、ポジション

ランプに採用したLEDランプが精悍な個性を主張します。
HL に標準装備 CL ［　　　  にオプション（バイキセノンヘッドライトパッケージ）］

HL ：TSI Highline ：TSI ComfortlineCL

■ダイナミックコーナリングライト
■通常のロービーム

HL に標準装備 CL ［　　　  にオプション（バイキセノンヘッドライトパッケージ）］
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写真はTSI Highline

写真は後席操作パネル。

写真およびイラストは、機構説明用につき実際のものとは一部異なります。 オプション設定の詳細につきましては、P37主要装備表をご確認ください。

Volkswagen純正ナビゲーションシステム“714SDCW”
インテリアに調和する洗練されたデザインやマルチファンクションスイッチによる操作など、純正ならではの

特長に加え、自然な対話で目的地を設定できる最先端の音声認識技術「IntelligentVOICE＊6」に対応したAV

ナビゲーションシステムです。ナビゲーション機能には、リアルタイムの道路交通情報を受信して効率的な

ルート検索を可能にする「ETC2.0対応車載器」を採用。無料地図更新（2年間）により最新の情報取得も容易

に行えます。さらに、フルセグ地上デジタルTVチューナー＊7や、CD／DVD／USBメモリーによる音楽・動画

再生、スマートフォンアプリで機能を拡張できる「Smart Access 4Car＊6」にも対応。直感的な操作と多彩な

機能で、楽しく快適なドライブを実現します。

714SDCWには、この他にもたくさん先進機能が搭載されています。詳細につきましては専用カタログをご覧ください。

Volkswagen純正インフォテイメントシステム“Composition Media”

6.33インチモニターを採用し、画質もWVGAとなり、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。最新のオーディオシステムとして、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、App Connectにも対応しています。

3ゾーンフルオートエアコンディショナー
運転席、助手席、後席の3つのゾーンで温度などを独立して設定できます。センターコンソールの背後には、

2列目シートから操作できる後席用操作パネルを設置。また、内気とウインドーガラスの温度差や室内の

湿度をモニターし、フロントウインドーの曇りを抑えます。

＊6：Intelligent VOICEおよびSmart Access 4Carはクラリオン株式会社の商標です。＊7：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。

HL CL にオプション（714SDCWパッケージ）　　　　　　　 

マルチファンクションステアリング
選局や曲送り、音量などのオーディオ機能

がステアリングから手を離さずに操作でき、

安全なドライビングをサポートします。同時

にディスプレイでも動作が表示されます。

パドルシフト
ステアリングから手を離さずにシフトアップ・ダウンが可能。指先だけの

操作で、スポーティなドライビングを楽しむことができます。

Equipment

HL ：TSI Highline ：TSI ComfortlineCL

＊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。

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™＊3、“CarPlay”、
“Android Auto™＊4”の３つの異なる通信プロトコルに対応します＊5。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＊4「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。

＊3：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。 ＊4：Google、Android™、Android 
Auto™は、Google Inc.の商標または登録商標
です。 ＊5：Discover ProはMirrorLink™のみ
対応。走行中に使用できるのは一部のアプリ
ケーションとなります。全てのアプリケーションに
対応するものではありません。※ iPod®及び
iPhone®は、米国及び他の国々で登録された
Apple Inc.の商標です。 

MirrorLink™

Apple CarPlay

Android Auto™
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写真は、機構説明用につき実際のものとは一部異なります。 ※オプション設定の詳細につきましては、P37主要装備表をご確認ください。

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､外気温度など、

ドライビングに役立つ情報を最小限の視線移動で確認できます。

エレクトロニックパーキングブレーキ
スイッチ操作ひとつで、パーキングブレーキの作動 /解除が可能。

さらにオートホールド機能をONにすることで、ブレーキペダルから

足を離しても、ブレーキが維持されます。発進/停車を繰り返す街中

での運転や坂道での発進に便利です。

シートヒーター
運転席と助手席に装備。3段階の温度調整が可能で、座面を暖め

寒い日でも快適なドライビングを楽しめます。

電動パノラマスライディングルーフ
前席から2列目まで続くルーフは、室内に開放感をもたらします。電動サンシェード、UVカット機能付。

Equipment

シートバックテーブル
運転席と助手席のシートバックには折畳み式

のテーブルを装備。
カップホルダー

1列目から3列目まで、それぞれセンターコンソールやサイドポケットに設置。ペットボトルやマグボトルが収納可能です。

2列目サイドポケット 2列目カップホルダー 3列目サイドポケット（左側）

HL に標準装備CL

HL に標準装備

HL に受注生産オプションCL

HL ：TSI Highline ：TSI ComfortlineCL33 34



Seat

Color Combinations

Body Colors

ピュアホワイト（0Q）
Pure White

オリックスホワイト マザーオブパールエフェクト（0R）＊

＊受注生産（有償オプション）

Oryx White Mother of Pearl Effect

ブラックオークブラウンメタリック（P0）
Black Oak Brown Metallic

ハドソンベイブルーメタリック（7E）
Hudson Bay Blue Metallic

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

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

チタンブラック/レザー&アルカンターラ（BY）
Titanium Black / Alcantara&Leather

チタンブラック/レザー（BY）
Titanium Black / Leather

チタンブラック/ファブリック（BY）
Titanium Black / Fabric

チタンブラック/ファブリック（BY）
Titanium Black / Fabric

○：受注生産　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。

チタンブラック/ファブリック（BY）

ピュアホワイト
（0Q）

リフレックス
シルバーメタリック（8E）

ハドソンベイ
ブルーメタリック（7E）

ディープブラック
パールエフェクト（2T）

ブラックオーク
ブラウンメタリック（P0）

オリックスホワイト マザーオブ
パールエフェクト（0R）Seat Body Color

TSI TrendlineTSI Trendline

チタンブラック/ファブリック（BY）TSI Comfortline
TSI Comfortline

チタンブラック/レザー（BY）

チタンブラック/レザー＆アルカンターラ（BY）
TSI Highline

TSI Highline TSI Highline
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Equipment List

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”
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）
レーンキープアシストシステム“Lane Assist”
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）

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（1列目/2列目）
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/2列目左右）
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（2列目/3列目）
インテグレーテッド チャイルドシート（後席一体型チャイルドシート〈2列目左右〉）

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付）
オートライトシステム
スタティックコーナリングライト
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
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）
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
ヒーテッドウォッシャーノズル（フロント）
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

3ゾーンフルオートエアコンディショナー
（運転席/助手席/2列目独立調整、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純正ナビゲーションシステム"714SDCW"（FM-VICS内蔵、CDダイレクト録音、
CD/DVDプレーヤー、MP3/WMA/AAC再生、MP4/WMV/H.264動画再生、AM/FM、
地デジTV受信、iPod®＊2接続対応、Bluetooth®＊1オーディオ/ハンズフリーフォン、
スマートフォン接続対応iPhone®＊2/Android™＊3、Intelligent VOICE＊4＊5、
Smart Access 4Car＊4、NaviCon＊6対応、地図差分更新、フリックオペレーション）
ETC2.0対応車載器
VTRケーブル及びUSBデバイス接続装置＊7

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

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
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）
リヤビューカメラ"Rear Assist"
スマートエントリー&スタートシステム"Keyless Access"＊9

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
電動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）
パワースライドドア（リヤ左右、挟み込み防止機能付）
パワーテールゲート（挟み込み防止機能、"Easy Open"機能付）
エントリーランプ
12V電源ソケット（センターコンソール2個、ラゲージルーム内1個）
12V電源ソケット（1列目1個、センターコンソール1個、ラゲージルーム内1個）
カミングホーム&リービングホーム
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
エレクトロニックパーキングブレーキ
クルーズコントロール
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
残照装置付リーディングランプ（1列目/2列目/3列目）
ラゲージルームランプ
フットウェルランプ（1列目/2列目）
メイクアップミラー（運転席/助手席）
照明付メイクアップミラー（運転席/助手席）
シートバックテーブル（運転席/助手席）
カップホルダー（1列目2個、2列目2個、3列目2個）
センターアームレスト（前席）

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）
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
ブレーキパッド磨耗警告灯

クロームエアインテーク／クロームフロントグリルルーバー
クロームサイドウインドー
シルバールーフレール
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－ト
レザー&アルカンターラシート
レザーシート
スタンダードシート（運転席/助手席）
スポーツ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）
パワーシート（運転席、2ウェイ〈リクライニング〉）
パワーシート（運転席/助手席、8ウェイ〈前後/高さ/角度/リクライニング〉）
ランバーサポート（運転席）
ランバーサポート（助手席）
パワーランバーサポート（運転席）
パワーランバーサポート（助手席）
シートマッサージ機能（運転席）
可倒式シート（助手席）
分割可倒式シート（2列目、スライド&リクライニング機能）
分割格納式シート（3列目）
高さ調整式ヘッドレスト（運転席/助手席）
前後/高さ調整式ヘッドレスト（運転席/助手席）
高さ調整式ヘッドレスト（後席）

イージーエントリー機能（2列目左右）
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

グローブボックス（ロック、エアコン送風口付）
シーリングトレー＊13

ドアポケット（フロント/リヤ）
ラゲージフック
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）
ダッシュボードアッパーボックス
シートバックポケット（運転席/助手席）
サングラスホルダー

205/60R16モビリティタイヤ／6.5J×16スチールホイール（フルホイールキャップ付）
215/60R16モビリティタイヤ／6.5J×16アルミホイール（10スポーク）
225/50R17モビリティタイヤ／7J×17アルミホイール（5スポーク）

Volkswagen Professional Care

▲1：セーフティパッケージ　
▲2：バイキセノンヘッドライトパッケージ　
▲3：714SDCWパッケージ　
▲4：電動パノラマスライディングルーフパッケージ
▲5：レザーシートパッケージ

TSI Comfortline
▲1は▲2と▲3とのセットオプション。
▲3は▲2とのセットオプション。
▲4は▲1と▲2と▲3とのセットオプション。

※各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。 

＊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、米国及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。 ＊4：Intelligent VOICEおよびSmart Access 4Carはクラリオン株式会社の商標です。 ＊5：Intelligent VOICEを
ご利用いただくためには、通信接続のためのスマートフォンが必要となります。スマートフォンの通信料が発生します。契約携帯電話会社の料金プランなどを
ご確認の上、ご利用ください。対応機種など詳しくは714SDCW専用リーフレットなどをご確認ください。 ＊6：「NaviCon」は株式会社デンソーの登録商標です。 
＊7：USBデバイス用接続ケーブルは標準搭載ですが、iPod®用接続ケーブル（Dockコネクター）は別売りオプションとなります。＊8：714SDCWパッケージを
オプション装着した場合には装備されません。 ＊9：スマートエントリー&スタートシステムは、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。 ＊10：Composition Media装着の場合、センターコンソールに
12V電源ソケットは2個装備となります。 ＊11：レザーシートパッケージを装着する場合、ランバーサポートはパワーランバーサポートとなります。 ＊12：レザーシート
パッケージを装着する場合、非装備となります。 ＊13：電動パノラマスライディングルーフパッケージを装着する場合には装備されません。 

TSI Highline
インテグレーテッド チャイルドシートは▲３とのセットオプション。
▲4は▲3とのセットオプション。▲5もしくはインテグレーテッド チャイルドシートとのセットオプション。
▲5は▲3とのセットオプション。

Trendline HighlineComfortline Trendline HighlineComfortline Trendline HighlineComfortline Trendline HighlineComfortline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

シート／内装

収納

足回り

その他

主要装備表

●：標準装備　▲：オプション

▲1

▲2

▲3 ▲3

▲4 ▲4

▲5

▲4 ▲4

▲3 ▲3

▲3 ▲3

▲5

▲5

▲5

▲2

▲2

▲

▲1
▲1

＊8 ＊8

＊8 ＊8

＊8 ＊8

＊10 ＊10

＊12

＊12

＊11
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Specifications

ラゲージスペースの容量はISO測定法＊2による。（　）内は後席を倒した場合。
＊2：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）

ラゲージスペース 300（2,297）ℓ

＊：714SDCWパッケージ装着車は全高が1,765mmとなります。
（　）は電動パノラマスライディングルーフ装着車。
●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、実際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

155g/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：79dB／定常走行騒音：68dB／加速走行騒音：70dB
種類：R134a／使用量：875±15g／GWP値：1,430／環境影響度目標値：150／目標年度2023年

二酸化炭素（CO2）排出量
排出ガス
騒音
エアコン冷媒

環境仕様

主要諸元表

mm
mm
mm
mm
mm
mm

kg
名
m

km/ℓ

mm
cc

kW（PS）/rpm
Nm（kgm）/rpm

ℓ

車両型式
寸法／重量

乗車定員
性能

エンジン

諸装置

4ドア 6速DSG® 右ハンドル
DBA‐7NCZD

4,855
1,910

2,920

140

7
5.8

DSG®／筒内直接噴射／可変バルブタイミング／電動パワーステアリング／アイドリングストップ装置／充電制御
CZD

直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ（4バルブ）
74.5×80.0

1,394
10.0

110（150）/5,000-6,000
250（25.5）/1,500‐3,500

電子制御式
73

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：4.800/5‐6速、後退：3.600
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

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 205/60 R16 215/60 R16 225/50 R17

TSI Trendline TSI HighlineTSI Comfortline

四面図（mm）

［　］はTSI Trendline　〈　〉はTSI Highline　（　）は電動パノラマスライディングルーフ装着車　＊1：714SDCWパッケージ装着車は1,765mmとなります。

15.0

1,555/1,605

1,730

1,820

1,570/1,615

 1,750＊

　
1,820（１,850）

1,570〈1,555〉

1,910 全幅

1,
43

0
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0）
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0
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（700）

4,855 全長

2,920

1,
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0

99
0（

98
0）

91
0

510 440 440

1,615〈1,605〉

1,750＊1［1,730］全高
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※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Sharanをより個性的に彩ります。

41 42■ キャリングロッド ■ バイシクルホルダー ■ スキー&スノーボードホルダー（L/スライド）

ラゲージトレー（7名乗車用）　

■ ラゲージトレー
エッジ部が高い防水トレー。汚れたものや

濡れたものをそのまま積んでもラゲージ

ルームを汚しません。３列目シートを起こし

た状態でも使用できる「7名乗車用」も
ございます。

■ ラゲージライナー
ラゲージルーム全体を

カバーする一体成型タイプ

の大型トレーです。スポーツ

ギアなどの小物を効率よく

収納でき、走行中に荷物が

飛び出ることもありません。

■ エッジプロテクター
リヤゲートのエッジ部分

に取り付けて軽微な接触

などからリヤゲートを保護

します。

■ ペットセーフティ
後席の3点式シートベルト
と前後のヘッドレストを

使って固定し、万一の衝突

の際にも大切なペットの

安全を守ります。

■ リヤバンパープレート
荷物の出し入れなどに

よるバンパー上部の傷

つきを防ぎます。

Volkswagen Accessories



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）

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。

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）

さらに詳しい情報は



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

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

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］

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。

Volkswagen Card

Volkswagen Card

0120-54-5353 03-5638-4537
Volkswagen Card

06-6339-4085

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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New Sharan
愛知県豊橋市明海町5‐10　〒441‐8550

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。




