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これまでも、これからも、新しい基準をつくる。 Golfは世界中のコンパクトカーの、ひとつ先を走り続けます。
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欧州 カー・オブ・ザ・イヤー2013受賞
欧州22カ国58名の審査員の投票により選出

ワールド・カー・オブ・ザ・イヤー2013 受賞
世界23カ国66人のモータージャーナリストにより選出

いつの時代もVolkswagenは、人と暮らしとクルマの関係、そして未来を見つめ続けて

きました。これからのコンパクトカーの当たり前を、いち早く届けること。その想いは1974年、

Golfに結実しました。Golfの歩みは常に次代のコンパクトカーの在り方の新基準となるべく、

進化し続ける歴史です。著名な工業デザイナー・ジウジアーロの発案によるFF（前輪駆動）

2ボックスボディで生まれた初代Golfは、ミニマムサイズのボディに余裕ある室内空間と荷室を

実現する革新的パッケージングで世界を驚かせました。2世代目でボディサイズ拡大と空力

性能の向上。3世代目からはリサイクル部品の採用などによる環境への配慮。5世代目では

走行性能と環境性能を両立する新発想のTSIⓇエンジンを先駆けて採用。いつもそれぞれの

時代にあるべきコンパクトカーの理想像と新しい価値を世に問いかけ、指し示し、自ら新しく

生まれ変わっていく。世代を重ねてもGolfに息づくVolkswagenの情熱とDNAは何ひとつ

変わりません。変わらないために、変わること。常に進化し続けてきたからこそ、いつも新基準

になりうる。今、Golfは自動運転を見すえた、渋滞時追従支援システム“Traffic Assist”や

プリクラッシュブレーキシステム“Front Assist”（歩行者検知対応シティエマージェンシー

ブレーキ機能付）などの最先端ドライバーアシスト技術、さらには“Active Info Display”や

ジェスチャーコントロールなど、最新のインターフェースを身につけて生まれ変わりました。

さあ、また新たなGolfが、次代のコンパクトカーの幕開けを告げて走り始めます。

Photo：TSI Highline  ボディカラー：ターメリックイエローメタリック（6T）＊  オプション装着車  ＊有償オプション   写真は一部実際と異なる場合があります。



Photo：TSI Highline  オプション装着車   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。   03｜04

少し先の当たり前を、いまその手に。



Photo：TSI Highline  オプション装着車   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。 05｜06

We make the future real.
未来をみんなに。

これからの当たり前を、未来を、いますべての人に届けること。最先端のテクノロジーを、時代に先駆けて
新たな基準として指し示すこと。Volkswagenの変わらぬ想いは、New Golfのすみずみに息づいています。
自動運転の未来を見すえたさまざまなドライバーアシスタンス機能。
さらに、最新のデジタルメータークラスター“Active Info Display”＊1や、ナビゲーションへ視線やポジションを
変えることなく手の動きで快適に操作できるジェスチャーコントロール＊2など、未来を先取りしたデジタルコックピットが、
人とクルマのさらなる一体感を実現。流れるような光のダイナミックな動きで視認性を高め
安全性に寄与するLEDテールランプ＊3。情報とリアルタイムに接続できるスマートコネクティビティ。
そしてクラストップレベルの安全性能をもたらすVolkswagen オールイン・セーフティ。
すべては、本当に価値ある一台であるために。 New Golfが、次代の扉をいま開きます。
＊1：TSI Highlineにオプション設定  ＊2：TSI Comfortline、TSI Highlineにオプション設定  ＊3：LEDテールランプ（ダイナミックターンインジケーター付）はTSI Highlineにオプション設定



07｜08Photo：TSI Highline  ボディカラー：アトランティックブルーメタリック（H7）  オプション装着車   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。

流行ではなく、理想を追い求める。
だからこそ、次代のスタンダードであり続ける。



Photo：左 TSI Highline  オプション装着車  右 TSI Highline  ボディカラー：タングステンシルバーメタリック（K5）  オプション装着車   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。   09｜10

情報を操る、ネットワークへつながる。
それはドライブの楽しさまでアップデートする。
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なにより安全のために、その進化は止まらない。

Photo：TSI Highline  ボディカラー：左 ホワイトシルバーメタリック（K8）  オプション装着車  右 ターメリックイエローメタリック（6T）＊  オプション装着車  ＊有償オプション   写真は一部実際と異なる場合があります。



SAFETY

Photo：TSI Highline  ボディカラー：ターメリックイエローメタリック（6T）＊  オプション装着車  ＊有償オプション   写真は一部実際と異なる場合があります。   13｜14

すべての人に、最新の安全性能を。
それがVolkswagenの変わらぬ理念。

「安全性はすべてに優先する」。 Volkswagenの大切な理念のひとつです。
いくら気をつけて運転していても、ヒヤッとする思いをしたことが誰にでもあるはずです。 どんな場面でも乗員や歩行者の安全を最優先する。
そのためにVolkswagenでは、すべてのクルマに世界トップレベルの安全技術を標準装備。
総合安全理念Volkswagen オールイン・セーフティのもと、
予防安全・衝突安全・二次被害防止の3つのステージで総合的に危険を回避する数々の技術を搭載しています。
たくさんの「安全」を標準装備したGolfが、あなたのカーライフをより快適で楽しいものにします。

Volkswagen 

予防安全 衝突安全 二次被害防止

事故を
起こさせない

万が一の事故の
ダメージを軽減する

事故が起きた後の
被害を抑える

・ ABS（アンチロック・ブレーキング・システム）

・ ブレーキアシスト

B
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）

L
ドライバー疲労検知
システム
“Fatigue Detection 
System”

J
プロアクティブ・
オキュパント・
プロテクション

H
ブラインド
スポット
ディテクション
（後方死角検知機能）

A
渋滞時追従支援
システム
“Traffic Assist”

E
ダイナミック
コーナリングライト＊

D
プリクラッシュブレーキ
システム“Front Assist”
（歩行者検知対応シティエマー
ジェンシーブレーキ機能付）

G
ダイナミックライト
アシスト＊

P
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）

・ 全席3点式シートベルト（運転席/助手席高さ調整式）

・ むち打ち軽減ヘッドレスト（運転席/助手席）

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）

N
9エアバッグ

O
高剛性ボディ

R
エマージェンシー
ストップシグナル

Q
ポストコリジョン
ブレーキシステム

C
レーンキープアシスト
システム
“Lane Assist”

欧州の公的自動車安全評価である
2012ユーロNCAPにおいて、最高
レベルの5スターを獲得。

独立行政法人自動車事故対策機構が行った自動車アセスメント
（Japan New Car Assessment Program：JNCAP）で輸入車では
初めて最高評価となる“5スター”を獲得。

F
スタティック
コーナリングライト

M
リヤビューカメラ
“Rear Assist”

I 
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）

K
ESC
（エレクトロニック・
スタビリティ・
コントロール）

Volkswagen オールイン・セーフティ：TSI Highlineの場合。  ＊：オプション設定  グレードにより装備の設定が異なります。 設定の詳細につきましては、P37～38主要装備表をご確認ください。



イラストは、機構説明用につき実際のものとは異なります。   15｜16

安全な車間距離を常にキープ。
B 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。高感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度域でも作動し、先行車が完全に停止
するまでの範囲で制御が可能＊。作動状況はメーターディスプレイ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。
※起動速度 30km/h以上　作動速度 0km/h以上　
TSI Comfortline、TSI Highlineに標準装備　TSI Trendlineにオプション設定　

渋滞のストレス軽減。
A 渋滞時追従支援システム“Traffic Assist”

レーンキープアシストシステム“Lane Assist”とアダプティブクルーズコントロール“ACC”を組み合わせた、渋滞時追従支援
システム“Traffic Assist”は交通渋滞時やストップ＆ゴーの多い状況においての運転を支援します。時速30km以上の走行
時かつドライバーの両手がステアリングに関与している条件下において、時速0～60kmの速度域で自動的に加減速を行い、
一定の車間距離を保ち、また車線の維持支援を行います。さらに時速65km以上の中・高速走行時に自動追従している際、
車両が減速し時速60km以下の低速度域に入った場合でも作動し、先行車が完全に停車するまでの範囲で制御が可能＊です。
＊：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。
※起動速度 30km/h以上　作動速度 0～60km/h　※作動条件 ドライバーの両手がステアリングを握っていてハンドル操作に関与していること　
TSI Comfortline、TSI Highlineに標準装備　TSI Trendlineにオプション設定

歩行者の安全も守る。
F スタティックコーナリングライト

低速でカーブを曲がる時に、ステアリングの舵角およびウイン
カーと連動して点灯。交差点での歩行者の確認がしやすく、
歩行者側に注意を促すこともできます。
TSI Comfortline、TSI Highlineに標準装備

ステアリングの動きに連動して照射。
E ダイナミックコーナリングライト

ステアリング操作に連動し、ヘッドライトの照射エリアを細かく
調整。曲がる方向を適切に照らし出し、より安全性を高めます。
TSI Highlineにオプション設定

対向車への眩惑を軽減。
G ダイナミックライトアシスト

フロントカメラで対向車のヘッドライト、先行車のテールランプ
を検出し、対向車・先行車の位置と距離を算出します。その
結果に基づき、ヘッドライトの光の照射角度を変えて、適切な
状態で照射エリアを細かく調整します。対向車や先行車の
ドライバーを眩惑することなく、前方の路面と路肩を広範囲に
明るく照らすことができます。
※起動速度 60km/h以上　TSI Highlineにオプション設定

車線逸脱しないようドライバーをサポート。
C 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。メーターディスプレイには走行車線マーキングを表示し、
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できます。　
※起動速度 65km/h以上　作動速度 60km/h以上　
TSI Comfortline、TSI Highlineに標準装備　TSI Trendlineにオプション設定

見えにくいところも教えてくれる。
H 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。
※作動速度 15km/h以上　TSI Highlineに標準装備

万が一の事故の
ダメージを軽減する

衝突安全

事故が起きた後の
被害を抑える
二次被害防止

事故を
起こさせない
予防安全

■ダイナミックコーナリングライト
■通常のロービーム

前方の車や歩行者を検知して衝突被害軽減をサポート。
D プリクラッシュブレーキシステム“Front Assist”
（歩行者検知対応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検知。衝突の危険が予測される場合には、制動
距離の短縮化を図るため、ブレーキ圧を高めてスタンバイ状態を保持するとともに、ドライバーに警告音・
警告灯による注意喚起を行います。その際、ドライバーが回避操作を行わない場合には、システムが自動で
車両を減速させて衝突の被害を軽減します。また、時速5～65kmでの走行中には歩行者検知機能が
作動し、時速5～30kmの速度域においてはシティエマージェンシーブレーキ機能が作動します。エンブレム
に内蔵されたレーダーセンサーが車両だけでなく歩行者も検知し、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。
＊：プリクラッシュブレーキシステム“Front Assist”が“ON”の時、時速約5km以上で前方の交通状況を検知します。

出庫時の後方の安全確認をサポート。
I 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 1～12km/h 後退時　TSI Highlineに標準装備

※これらのシステムは衝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。
システムを過信せず、十分な注意を払い安全な運転を心がけてください。 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。



シートベルトテンショナー

フォースリミッター

バック時の後方視認をサポート。
M リヤビューカメラ“Rear Assist”

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。
TSI Comfortline、TSI Highlineに標準装備
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事故の瞬間、ベルトをタイトに締める、そして緩める。
P フォースリミッター付シートベルトテンショナー

衝突時、シートベルトを瞬時に巻き上げて身体をしっかりと支え、拘束

効果を高めます。その後、フォースリミッターがベルトを緩め、必要以上の
負荷がかからないようにします。

万が一の事故の
ダメージを軽減する

衝突安全

事故が起きた後の
被害を抑える
二次被害防止

事故を
起こさせない
予防安全

運転の疲れを気づかせてくれる。
L 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、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。
カーブ走行時、車速、道路、天候状況によってはご使用になれない場合があります。

事故を予測して、万が一の時に備える。
J 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、同時にウインドーを閉じます。それによって万が一の事故が起きた
際に、各エアバッグが最大限の効力を発揮できるよう備えます。

横滑りなどをコントロールしてサポート。
K ESC（エレクトロニック・スタビリティ・コントロール）

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装着車　■ESC非装着車

万が一の衝突時、
衝撃を和らげる。
N 9エアバッグ

9個のエアバッグを標準装備すると
ともに、音響センサーの導入によって
衝撃に対する反応時間の短縮も
実現。運転席/助手席の「フロント
エアバッグ」、前席/後席の「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
採用し、クラストップレベルの乗員
保護性能を備えています。

高い安全性と安定した走りをもたらす。
O 高剛性ボディ

レーザー溶接や超高張力鋼板の採用などにより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した。またボディには衝撃吸収構造を採用。衝突エネルギー吸収構造材・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と頑強なフレームで囲まれたキャビンが衝突時に高い
乗員保護性能を発揮します。

衝突後の、さらなる多重事故に備える。
Q ポストコリジョンブレーキシステム

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の制御には限界があります。
こ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。詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。
※動画ではマルチコリジョンブレーキシステムとなっていますが機能は同じになります。

後続車に危険を知らせる。
R 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。
＊：速度は路面やタイヤなどの状況により左右されます。走行時は法定速度を厳守してください。

万が一の事故の
ダメージを軽減する

衝突安全

事故が起きた後の
被害を抑える
二次被害防止

事故を
起こさせない
予防安全

万が一の事故の
ダメージを軽減する

衝突安全

事故が起きた後の
被害を抑える
二次被害防止予防安全

事故を
起こさせない
予防安全

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異なります。
※モニター画面はイメージです。

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ポストコリジョンブレーキ非装着車

写真はイメージです。

※これらのシステムは衝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。
システムを過信せず、十分な注意を払い安全な運転を心がけてください。 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。
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Photo：TSI Highline  ボディカラー：オリックスホワイト マザーオブパールエフェクト（0R）＊  オプション装着車  ＊有償オプション   写真は一部実際と異なる場合があります。   19｜20

× ×

モータリゼーションの進化とともに、ハイブリッドや電気自動車などさまざまなパワーユニットの可能性が見えてきた時代に、
エンジンはどこまで人や環境に優しく進化できるでしょうか。たとえば、「直噴＋過給」技術から生まれたTSIⓇエンジンと
量産車世界初＊の2つのクラッチを持つDSGⓇトランスミッションの組み合わせ。そしてエネルギーを無駄なく効率的に利用する
環境技術BlueMotion Technology。Volkswagenの最先端を走るエンジン技術が結晶したNew Golfに乗れば、
スポーティなドライビングの歓びと環境性能・経済性が両立することをリアルに体感いただけるはずです。＊：量産車として2003年に実用化。

走る愉しさも、環境性能も、効率性もひとつに。一歩先を行くこれからのスタンダード。



PERFORMANCE

写真は機構説明用につき、一部実際と異なる場合があります。

写真は機構説明用につき、一部実際と異なる場合があります。

  21｜22

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

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”

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。
＊：オートホールド機能が“OFF”の場合。“ON”の時にはアクセルを踏むとエンジンが始動します。
※詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。

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。

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

①停車させ、ブレーキを踏みつづける。 ③スムーズに発進。

アクセルを踏み込んで加速した時

1.２ℓ TSI®エンジン

DOHC（4バルブ）エンジンにアルミブロックを採用することで
単体重量の軽量化に成功し、低燃費を実現。最高出力77kW
（105PS）／最大トルク175Nm（17.8kgm）と、1.8ℓ並み＊1の
パフォーマンスを発揮します。
＊1：自社調べ。
TSI Trendline、TSI Comfortline
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総排気量：1,197cc
最高出力：77kW（105PS）/4,500‐5,500rpm（ネット値）
最大トルク：175Nm（17.8kgm）/1,400-4,000rpm（ネット値）

1.4ℓ TSI®エンジン

1.4ℓの直噴エンジンに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する1.4ℓTSI®には、アクティブシリンダー
マネジメント（ACT）を採用。低回転域からのトルクフルな走りと
素早いレスポンスを、優れた燃費とともに実現します。
TSI Highline 総排気量：1,394cc

最高出力：103kW（140PS）/4,500‐6,000rpm（ネット値）
最大トルク：250Nm（25.5kgm）/1,500-3,500rpm（ネット値）
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「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。Golfは走る愉しさと、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。

7速DSG®トランスミッション 
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新世代の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
シフトチェンジを実現しました。また、高い伝達効率により燃費の向上にも貢献します。
＊2：自社調べ。

ドライビングプロファイル機能＊3 

通常の「ノーマル」に加え、シーンに合わせた選択が可能。さまざまな機能の設定を
最適化させ、お好みのドライビングスタイルが得られます。

＊3：TSI Highlineに標準装備

②ブレーキから足を離す。　 エンジン再始動

アクティブシリンダーマネジメント
（ACT）

1.4ℓTSI®エンジンに採用されているアク
ティブシリンダーマネジメントは、エンジンへ
の負荷がそれほど大きくない場合、4気筒の
うち2気筒を休止させて燃費の向上を図る
システム。エンジン回転数が1,250rpm～
4,000rpm、発生トルクが最大85Nmの
範囲内で作動します。これにより燃料消費
を大幅に削減。機構はスムーズに作動
するのでドライブ中に違和感
を感じることもありません。
TSI Highlineに標準装備

エンジン／シフトプログラムに加え、エアコンディショナーを省エネモードで作動。
エンジン／シフトプログラムに加え、ステアリングトルクやアクセルレスポンスを変更。スポーツドライビングを楽しめます。
ACCやコーナリングライトの作動条件など、各機能を個別に制御。ドライバーのスタイルに合わせたカスタマイズが可能です。

エコ
スポーツ
カスタム

写真はTSI Highline。
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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。   23｜24

Volkswagen純正インフォテイメントシステム
“Composition Media”
Golfにはフォルクスワーゲン車専用に開発されたオーディオシステムを
採用しました。このシステムでは、ドライビングプロファイルを初めとする
機能の設定変更や、エコドライブのアシスト機能などが8インチの大型
タッチスクリーンで操作可能。スマートフォンのように直観的な操作
を実現するだけでなく、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
します。CDプレーヤー、MP3/WMA＊3再生＊12、AM/FM、ワイドFM対応、
Bluetooth®＊5オーディオ/ハンズフリーフォンや、“Composition Media”
の画面をタッチしてスマートフォンアプリを操作できる“App-Connect”
にも対応するなど、多彩な機能で快適なドライビングをサポートします。

先進テクノロジーが、 いつものドライブをもっと快適に。

“Volkswagen Media Control”アプリケーション

※2：住所検索・周辺施設検索：住所入力による目的地の検索や、「コンビニ」などキー
ワード入力による現在地周辺の施設検索が、日頃使い慣れたスマートフォン入力により可能
です。同乗者操作や、駐停車中の操作で、設定した目的地をDiscover Proに転送し、
ナビゲーションできます。
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。

ジェスチャーコントロール※1

タッチスクリーンに触れることなく、手のひらを画面にかざして
左右にスワイプするだけでラジオ選局などの操作を行えます。
視線や運転姿勢を変えずに、手のジェスチャーで快適に画面
操作が可能です。

コネクティビティ機能“App-Connect”
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
提供する機能です。“App-Connect”は“MirrorLink™”＊10、“Apple CarPlay™”＊2、
“Android Auto™”＊11に対応します。“App-Connect”を利用して、対応するアプリ
ケーションを車載器の画面上で閲覧したり、音声で操作することが可能です。

MirrorLink™＊10 Apple CarPlay™＊2 Android Auto™＊11

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”
“Discover Pro”をスマートフォンやWi-Fiルーターなどの通信機器と接続し
テザリングを通じて専用サーバーと通信を行うことで、各種情報を入手できます。
ルート案内の精度をさらに高めたり、オンラインによる検索を行うことで豊富な
施設を検索したり、ボイス検索をすることで運転時もより安全かつ簡単に充実し
た内容の検索が可能。また、周辺のガソリンスタンドの料金＊6や駐車場の満空
情報＊7を入手したり、Gracenote®＊8情報をオンラインで最新のものにアップ
デートすることができます。“Guide & Inform”機能は、新車購入時より3年間
無償＊9で提供しています。

“Guide & Inform”各種サービス・機能
□オンラインVICS情報       □オンライン施設検索　□オンラインボイス検索　□ガソリンスタンド（料金情報）＊6

□駐車場（満空情報）＊7      □ニュース　　　　　  □天気予報　　　　　  □目的地インポート
□ビークルヘルスレポート　 □オンラインGracenote®＊8

TSI Comfortline、TSI Highlineにオプション設定

＊1：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。 ＊2：Apple CarPlay™、iPod®、iPhone®は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone®商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。App Storeは、Apple Inc.のサービスマーク
です。 ＊3：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。 ＊4：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。 ＊5：Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,Inc.の商標または登録商標です。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。 ＊6：情報提供のあるガソリンスタンドのみとなります。 ＊7：情報提供のある駐車場のみとなります。 ＊8：Gracenote®はグレースノート社の登録商標です。 ＊9：無償期間終了後は、専用ポータルサイトで有償更新可能。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。 ＊10：MirrorLink™はCar Connectivity Consortiumの商標または登録商標です。携帯電話の種類によって対応していない場合があります。 ＊11：Google、Google Play、Android™、Android Auto™は、Google Inc.の商標または登録商標です。  ＊12：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。 ※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。すべてのアプリケーションに対応するものではありません。

□CDプレーヤー  □MP3/WMA＊3再生＊12  □AM/FM  □ワイドFM対応  □Bluetooth®＊5オーディオ/ハンズフリーフォン

“Composition Media”主な機能

□SSDナビゲーションシステム  □VICSワイド対応  □DVD/CDプレーヤー  □MP3/WMA＊3再生＊4  □AM/FM  □ワイドFM対応 □地デジTV受信＊1

□Bluetooth®＊5オーディオ/ハンズフリーフォン  □ジェスチャーコントロール  □“Volkswagen Media Control”アプリケーション対応

“Discover Pro”主な機能

Volkswagen純正インフォテイメントシステム“Discover Pro”
9.2インチ大型全面タッチスクリーンを採用。従来のナビゲーションシステムの域を超える、車両を総合的に管理するインフォテイメント
システムです。全面タッチスクリーンにより、まるでスマートフォンのように画面上を軽くタッチするだけで反応します。大画面の特徴を
生かし、3つの画面を同時に表示させることも可能。手のひらを画面にかざして左右にスワイプするだけで画面操作を行えるジェス
チャーコントロール※1を搭載しました。専用の“Volkswagen Media Control”アプリケーションで、後部座席などからもインフォテイメント
システムを操作でき、ドライバーが運転に集中しやすい環境を作り出します。さらに純正システムならではの車両との連動性により、
車両の各種情報の表示や先進安全装備などの設定も可能。もちろん、フルセグ地上デジタルTVチューナー＊1、iPod®/iPhone®＊２/
音楽再生（MP3、WMA＊３、AAC）＊4、Bluetooth®＊5オーディオ/ハンズフリーフォンにも対応しています。
※1：ジェスチャーコントロール操作が可能な画面（操作内容）：MENU画面（メニューのページ切替） ラジオ画面（局変更） メディア画面（アルバム変更、曲変更）
TSI Comfortline、TSI Highlineにオプション設定

“Discover Pro”とスマートフォン、タブレットをWLAN接続
することで、同乗者がスマートフォンから音楽、ラジオの
操作、目的地設定や住所検索※2が可能になります。

運転者が万一、“Volkswagen Media Control”アプリケーションおよびスマートフォンを使用する場合は、常に交通安全を心がけ、交通規制、道路交通法、自動車に関する法律、条令、安全基準を順守してください。安全が確保されない場合は、必ず安全な場所に停車してから操作してください。

詳しくは、モバイルオンラインサービス Volkswagen Car-Netカタログをご参照ください。 



デジタルメータークラスター“Active Info Display”
従来のアナログ型に代わる12.3インチ大型ディスプレイによるフル

デジタルメータークラスター。高解像度ディスプレイには速度計と
タコメーターに加え、好みに合わせて数種類のモードから選択した
グラフィックを表示できます。ナビゲーションモードを選択した場合は、
画面中央に“Discover Pro”と連動したマップをより大きくワイドに
映し出すこともできます。
TSI Highlineにオプション設定

TECHNOLOGY

Photo：TSI Highline  ボディカラー：ターメリックイエローメタリック（6T）＊  オプション装着車  ＊有償オプション 
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。   25｜26

LEDヘッドライト
日中の自然光に近いLEDの光が、より明るく夜道を照らしドラ
イバーの疲労を減らします。消費電力が軽減され燃費の向上
につながると同時に、従来のヘッドライトより長寿命を実現。
テクノロジーパッケージにはダイナミックコーナリングライト＊と
ダイナミックライトアシスト＊を採用。
TSI Highlineに標準装備　TSI Comfortlineにオプション設定
＊：TSI Highlineにオプション設定

LEDテールランプ
（ダイナミックターンインジケーター付）＊

新採用のLEDテールランプは、ウインカーの光が流れるように
点滅するダイナミックインジケーターを装備。特徴的な発光
パターンによって後続車からの視認性がさらに高まり、万一の
追突の危険性を軽減します。
＊：TSI Highlineにオプション設定



ラゲージルーム
通常でも380ℓ＊の大容量を確保。後席の背もたれを倒せば、1,270ℓ＊もの広大なスペースが出現します。また後席は60：40の割合で別々に
倒すこともできるので、積み荷の大きさや形状に合わせた多彩なアレンジも可能です。
＊：ISO測定法による。ドイツ公表値。

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。
TSI Comfortline、TSI Highlineに標準装備

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）
陽射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。
TSI Comfortline、TSI Highlineに標準装備

電動パノラマスライディングルーフ
前席から後席までの大きな開口部をもつサンルーフが、室内に心地よい光と風、そして
開放感をもたらします。サンシェード、UVカット機能付。
TSI Highlineにオプション設定

EQUIPMENT

  27｜28

マルチファンクションインジケーター
メーター内のディスプレイに時刻、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。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。

インテリアアンビエントライト
ドアトリムなどにやわらかな光が点灯。洗練された空間をより上質に演出します。
TSI Highlineに標準装備

2ゾーンフルオートエアコンディショナー
運転席と助手席で、それぞれ独立して温度・風量の調整が可能です。また、内蔵されたフレッシュエアフィルターには
花粉やダストの除去に加えて、アレルゲン除去機能も付加しました。くつろぎに満ちたクリーンな室内環境を保ちます。
TSI Comfortline、TSI Highlineに標準装備

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。
TSI Comfortline、TSI Highlineに標準装備　
TSI Trendlineにオプション設定

より快適に、 より使いやすく。 先進装備の数々が、 あなたのカーライフをサポートします。

Photo：TSI Highline 
ボディカラー：ターメリックイエローメタリック（6T）＊  

オプション装着車  ＊有償オプション
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。

写真は欧州仕様です。



LINE UP

ボディカラー：アトランティックブルーメタリック（H7）

  29｜30

Active Info Display

18.1km/ℓ

テクノロジーパッケージ

Golf TSI Highline
新しく生まれ変わったNew Golfの先進装備の数々を堪能できるハイエンドモデル。
優れた燃費性能を実現するアクティブシリンダーマネジメント（ACT）や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）など先進の安全技術も標準装備。
新採用のLEDヘッドライトを備え、デジタルメータークラスター“Active Info Display”もオプション設定しました。
New Golfのすべてが結晶したTSI Highlineが、新たな価値を提示します。 Discover Pro

（国土交通省審査値）燃料消費率＊1 エコカー減税＊2 燃費・環境性能

Photo：オプション装着車 
写真は一部実際と異なる場合があります。装備の詳細につきましては、P37～38主要装備表をご確認ください。 ※モニター画面はイメージです。

自動車取得税
20%減税

自動車重量税
25%減税

＊1：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。
＊2：正式名称「環境対応車普及促進税制」。詳しくはフォルクスワーゲン カスタマーセンターもしくは正規ディーラーにお問い合わせください。

排出ガス75%低減 平成27年度燃費基準＋10%

■ “Discover Pro”パッケージ

■ レザーシートパッケージ＊4

レザーシート／電動格納式リモコンドアミラー（ヒーター、メモリー、リバース連動機能〈助手席〉付）／パワーシート（運転席〈前後/高さ/角度/
リクライニング〉、メモリー付）／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）

オプション装備

■ テクノロジーパッケージ＊5

■ 電動パノラマスライディングルーフ（サンシェード、UVカット機能付）＊3

デジタルメータークラスター“Active Info Display”／ダイナミックコーナリングライト／ダイナミックライトアシスト／ダークテールランプ／LEDテール
ランプ（ダイナミックターンインジケーター付）

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、VICSワイド対応、DVD/CDプレーヤー、MP3/WMA＊6再生＊7、AM/FM、
ワイドFM対応、地デジTV受信＊8、Bluetooth®＊9オーディオ/ハンズフリーフォン、ジェスチャーコントロール＊10、“Volkswagen Media Control”アプリケーション
対応）／ETC2.0対応車載器／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”、テレマティクス機能“Guide & Inform”）＊3：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。レザーシートパッケージ、テクノロジーパッケージ、“Discover Pro”パッケージとのセットオプションとなります。＊4：オプションの単体装着はできません。テクノロジーパッケージ、

“Discover Pro”パッケージとのセットオプションとなります。＊5：オプション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。＊6：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。＊7：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。＊8：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。＊9：Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,Inc.の商標または登録商標です。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。
＊10：ジェスチャーコントロール操作が可能な画面（操作内容）：MENU画面（メニューのページ切替）ラジオ画面（局変更）メディア画面（アルバム変更、曲変更）



テクノロジーパッケージ

Discover Pro

LINE UP

Photo：オプション装着車 
写真は一部実際と異なる場合があります。装備の詳細につきましては、P37～38主要装備表をご確認ください。 ※モニター画面はイメージです。

ボディカラー：タングステンシルバーメタリック（K5）

  31｜32

“Discover Pro”パッケージ

Golf TSI Comfortline
Volkswagenの先進テクノロジー渋滞時追従支援システム“Traffic Assist”の新採用をはじめ、
“Lane Assist”、アダプティブクルーズコントロール“ACC”、リヤビューカメラなど
最新の安全技術を標準装備。またLEDヘッドライトと“Discover Pro”をオプション設定しています。
進化した安心で快適なドライブをお楽しみいただける、これからのスタンダードとなる一台です。

19.1km/ℓ

（国土交通省審査値）燃料消費率＊1 エコカー減税＊2 燃費・環境性能

自動車取得税
20%減税

自動車重量税
25%減税

＊1：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。
＊2：正式名称「環境対応車普及促進税制」。詳しくはフォルクスワーゲン カスタマーセンターもしくは正規ディーラーにお問い合わせください。

排出ガス75%低減 平成27年度燃費基準＋10%

オプション装備

■ LED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、LEDターンシグナル付）
■ “Discover Pro”パッケージ＊3

＊3：“Discover Pro”パッケージの単体装着はできません。LEDヘッドライトとセットオプションとなります。＊4：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。＊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：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。＊7：Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,Inc.の商標または登録
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。＊8：ジェスチャーコントロール操作が
可能な画面（操作内容）：MENU画面（メニューのページ切替）ラジオ画面（局変更）メディア画面（アルバム変更、曲変更）

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、VICSワイド対応、DVD/CDプレーヤー、MP3/WMA＊4再生＊5、AM/FM、
ワイドFM対応、地デジTV受信＊6、Bluetooth®＊7オーディオ/ハンズフリーフォン、ジェスチャーコントロール＊8、“Volkswagen Media Control”アプリケーション
対応）／ETC2.0対応車載器／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”、テレマティクス機能“Guide & Inform”）



LINE UP

Photo：一部欧州仕様です。
写真は一部実際と異なる場合があります。装備の詳細につきましては、P37～38主要装備表をご確認ください。 ※モニター画面はイメージです。

ボディカラー：トルネードレッド（G2）

  33｜34

［受注生産］Golf TSI Trendline
Volkswagenのモノ作りの思想、これからのスタンダードとなる先進テクノロジーを
いち早く世界の人々に届ける、という想いを込めたNew Golfをより身近にするモデルがTSI Trendline。
ゆとりある室内や高性能・高効率・経済性を実現したドライビングプレジャー。
そして、数々の安全装備も充実。次代のコンパクトカーの在り方を実感していただける価値あるモデルです。

19.1km/ℓ

（国土交通省審査値）燃料消費率＊1 エコカー減税＊2 燃費・環境性能

自動車取得税
20%減税

自動車重量税
25%減税

＊1：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。
＊2：正式名称「環境対応車普及促進税制」。詳しくはフォルクスワーゲン カスタマーセンターもしくは正規ディーラーにお問い合わせください。

排出ガス75%低減 平成27年度燃費基準＋10%
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）／レーンキープアシストシステム“Lane Assist”／渋滞時追従支援システム
“Traffic Assist”／パドルシフト／レザーマルチファンクションステアリングホイール

オプション装備

■ セーフティパッケージ



COLOR COMBINATIONS

Photo：TSI Highline  オプション装着車    写真は一部実際と異なる場合があります。   35｜36

Color CombinationsSeats

Body Colors

チタンブラック（TW）

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）

Seats Body Colors

○：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。  ＊：有償オプションカラー  ※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（有償オプションカラー） ＊：受注生産（有償オプションカラー）

TSI Trendline

TSI Comfortline

TSI Highline

トルネードレッド
（G2）

ホワイトシルバー
メタリック（K8）

タングステンシルバー
メタリック（K5）

アトランティックブルー
メタリック（H7）

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）

ターメリックイエロー
メタリック（6T）＊

オリックスホワイト
マザーオブ

パールエフェクト（0R）＊

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

Turmeric Yellow Metallic
ターメリックイエローメタリック（6T）＊

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

Pure White
ピュアホワイト（0Q）

White Silver Metallic
ホワイトシルバーメタリック（K8）

Tungsten Silver Metallic
タングステンシルバーメタリック（K5）

Atlantic Blue Metallic
アトランティックブルーメタリック（H7）

Tornado Red
トルネードレッド（G2）

チタンブラック（TW） チタンブラック/レザー（TW）チタンブラック（TW） TSI Highlineにオプション設定TSI Highline TSI Trendline、TSI Comfortline



   37｜38

EQUIPMENT LIST

主要装備表

予防安全

Volkswagen オールイン・セーフティ

TSI Trendline TSI Highline

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）
レーンキープアシストシステム"Lane Assist"
渋滞時追従支援システム"Traffic Assist"
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
ダイナミックライトアシスト
リヤビューカメラ"Rear 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）
ドライバー疲労検知システム"Fatigue Detection System"
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）
プリクラッシュブレーキシステム"Front Assist"
（歩行者検知対応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
ESC（エレクトロニック・スタビリティ・コントロール）
ABS（アンチロック・ブレーキング・システム）
ブレーキアシスト

衝突安全
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）
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）

盗難防止装置

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＊1再生＊2、AM/FM、ワイドFM対応、
 Bluetooth®＊3オーディオ/ハンズフリーフォン）
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、VICSワイド対応、DVD/CDプレーヤー、
 MP3/WMA＊1再生＊4、AM/FM、ワイドFM対応、地デジTV受信＊5、
 Bluetooth®＊3オーディオ/ハンズフリーフォン、ジェスチャーコントロール、
"Volkswagen Media Control"アプリケーション対応）
ETC2.0対応車載器
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"
（コネクティビティ機能"App-Connect"、テレマティクス機能"Guide & Inform"）
MEDIA-IN（iPod®＊6/iPhone®＊6/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

機能装備
オートホールド機能
BlueMotion Technology
（Start/Stopシステム、ブレーキエネルギー回生システム）

イモビライザー

足回り
電子制御式ディファレンシャルロック"XDS"
195/65R15タイヤ／6Jx15スチールホイール
205/55R16タイヤ／6.5Jx16アルミホイール（5ダブルスポーク）
225/45R17タイヤ／7Jx17アルミホイール（10スポーク）

その他
テンポラリースペアタイヤ
Volkswagen Professional Care

●：標準装備　▲：オプション　
▲1：セーフティパッケージ
▲2：テクノロジーパッケージ
▲3 ：レザーシートパッケージ
▲4 ：“Discover Pro”パッケージ
TSI Comfortline：▲4はLEDヘッドライトとセットオプションとなります。
TSI Highline：▲2は▲4とセットオプションとなります。
　　　　　　 ▲3は▲2、▲4と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は、▲2、▲3、▲4とセットオプションとなります。
※パッケージの装備を単独で選択することはできません。
＊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 ： CD‐R/CD‐RWやSDHCメモリーカードなどに記録された音楽ファイルの直接再生が可能です。
＊3 ： Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,Inc.の商標または登録商標です。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。
＊4 ： 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。
＊5 ： 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。
＊6 ： iPod®、iPhone®は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone®の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき
       使用されています。
＊7 ： 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。
＊8 ： 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。
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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収納
グローブボックス（エアコン送風口付）
シートバックポケット（運転席/助手席）
トノカバー

TSI Trendline TSI HighlineTSI Comfortline
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ー
●

●
●
●

●
●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

視界
ハロゲンヘッドライト（ハイトコントロール機能付）
LED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、LEDターンシグナル付）
オートライト
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）
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）
電動格納式リモコンドアミラー（ヒーター、メモリー、リバース連動機能〈助手席〉付）
自動防眩ルームミラー

●

ー

●
ー
●
●
ー
●
●
ー
●

●

▲
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●
●
●
●
●
●
ー
●

ー

●

●
●
●
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●
▲3
●

● ● ●

空調

オーディオ／ナビゲーション

エアコンディショナー
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フィルター）
アレルゲン除去機能付き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）

●

ー

●

ー

ー

●

ー

●

ー

●

ー

●

機能装備
アクティブシリンダーマネジメント（ACT）
スマートエントリー&スタートシステム"Keyless Access"＊7

カミングホーム&リービングホーム
12V電源ソケット（前席）
12V電源ソケット（前席、ラゲージルーム）
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
ドライビングプロファイル機能

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、メニュー機能）
デジタルメータークラスター"Active Info Display"
シートベルト警告装置（全席）
タイヤ空気圧警告灯

シート／内装
レザーシート＊8

マイクロフリースシート
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）
パワーシート（運転席〈前後/高さ/角度/リクライニング〉、メモリー付）
ランバーサポート（運転席/助手席）
パワーランバーサポート（運転席）
分割可倒式シート（後席）
シートヒーター（運転席/助手席）
レザーステアリングホイール
レザーマルチファンクションステアリングホイール
レザーシフトノブ
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ー
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●

快適装備
インテリアアンビエントライト
カップホルダー（前席）
カップホルダー（前席、後席）
センターアームレスト（前席）
センターアームレスト（前席/後席）

ー
●
ー
●
ー

ー
ー
●
ー
●

●
ー
●
ー
●

▲3
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●
●
▲3
●
▲3
●
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ー
●
●

外装
電動パノラマスライディングルーフ（サンシェード、UVカット機能付）
Comfortline専用クロームパッケージ
Highline専用クロームパッケージ
ダークテールランプ
LEDテールランプ
LEDテールランプ（ダイナミックターンインジケーター付）

ー
ー
ー
ー
●
ー

ー
●
ー
ー
●
ー

▲
ー
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●
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▲4
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SPECIFICATIONS

主要諸元表

環境仕様

四面図（mm）

＊1：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1,350kg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、安全対策およ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、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

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

二酸化炭素（CO2）排出量
排出ガス
騒音
エアコン冷媒

122g/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
平成10年規制適合（規制値  近接排気騒音：96dB／定常走行騒音：72dB／加速走行騒音：76dB）
種類：R134a／使用量：500g／GWP値：1,430／環境影響度目標値：150／目標年度2023年

128g/km（JC08モード走行 燃費値換算）

4ドア 7速DSG® 右ハンドル

直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ（4バルブ）

50
無鉛プレミアム

自動7段（前進）1段（後退）

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

2,635

5
5.2

DBA-AUCJZ
4,265
1,800
1,480

1,240

19.1

アイドリングストップ装置／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／充電制御／DSG®

18.1

アイドリングストップ装置／筒内直接噴射／
可変バルブタイミング／気筒休止／電動パワーステアリング

充電制御／DSG®

1,550/1,520 1,545/1,515
140

1,535/1,510

1,320＊1

DBA-AUCPT

〈　〉はTSI Trendline　［　］はTSI Comfortline　（　）はTSI Highline　《　》は電動パノラマスライディングルーフ装着車

＊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）

CJZ CPT

71.0×75.6
1,197
10.5

77（105）/4,500-5,500
175（17.8）/1,400-4,000

74.5×80.0
1,394
10.0

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

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4.169

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

1-4速：4.437/5-7速：3.227/後退：4.176 1-4速：4.800/5-7速：3.428/後退：4.500

トレーリングアーム 4リンク（スタビライザー付）

205/55 R16195/65 R15 225/45 R17

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

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）
燃料タンク容量
使用燃料
トランスミッション

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

TSI Trendline TSI Comfortline TSI Highline

TSI Trendline TSI Comfortline TSI Highline

380（1,270）ℓラゲージスペース
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。

〈1,550〉［1,545］（1,535）
1,800全幅

1,
48

0 
全
高

1,845

2,635
4,265 全長

520 500

97
5《

96
0》

97
5《

96
0》

1,
19

5《
1,

14
5》

1,
27

5

《
69

5》

《430》

1,
38

0

50
0

〈1,520〉［1,515］（1,510）

50
0
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ACCESSORIES

Floor Mat

ブラックのストライプ調をベースに、シルバー色のポイントを
グラデーションに散りばめました。生地のフロントサイドに
「GOLF」のアルミエンブレムを配した上質なフロアマットです。
■ 表地材質：BCFナイロン アレルキャッチャー仕様
　　　        （抗菌・消臭・防ダニ・抗ウイルス・抗アレル物質）
■ 裏地材質：合成ゴム、エフェクティヴスパイク付
■ 構成品：フロント左・右、リヤ左・右、リヤセンター/１セット
■ 同時装着不可：フロアマット（チェック、GOLF）、
                           ラバーマット（フロント、リヤ）

フロアマット（プレミアムクリーン）
ラゲージスペースに合わせてデザインした専用ラゲージマット。
ブラックのストライプ調をベースに、シルバー色のポイントを
グラデーションに散りばめました。「GOLF」のアルミエンブレムを
配した上質なラゲージマットです。
■ 表地材質：BCFナイロン アレルキャッチャー仕様
　　　        （抗菌・消臭・防ダニ・抗ウイルス・抗アレル物質）
■ 裏地材質：ポリエステル（滑り止めトゲ加工）
■ 構成品：ラゲージマット/1セット
■ 同時装着不可：リバーシブルラゲージマット、ラゲージトレー、
                            ラゲージトレー（ボックスタイプ）、ラゲージカバー、
                            プラグアンドプレイサウンドシステム（ボックスタイプ）

ラゲージマット（プレミアムクリーン）

シューズなどの汚れを気にせずに乗り降りが可能な機能性の高いラバー製のマットです。
また付着した泥汚れなどを簡単に水で洗い流すことができます。
■ カラー：ブラック   GOLFロゴ入り（フロント）　■ 構成品：左・右/１セット（フロント・リヤ別売）
■ 同時装着不可：フロアマット（プレミアムクリーン、チェック、GOLF）

ラバーマット

ソリッドカラーの上質な生地のフロントサイドに「GOLF」のロゴを配したシンプルなマットです。
■ 表地材質：ベロア 　■カラー：ブラック、GOLFロゴ入り
■ 構成品：フロント左・右、リヤ左・右/1セット
■ 同時装着不可：フロアマット（プレミアムクリーン、チェック）、 ラバーマット（フロント、リヤ）

フロアマット（GOLF）フロアマット（チェック）
しっかりとしたループパイル（らせん状に織った糸）を
使用し、チェック柄が足元を引き締めます。
フロントサイドに「GOLF」のアルミエンブレムを
配したフロアマットです。
■ 表地材質：ループ調ポリプロピレン製（難燃加工）
■ 裏地材質：合成ゴム、エフェクティヴスパイク付
■ 構成品：フロント左･右、リヤ左・右・リヤセンター/1セット
■ 同時装着不可：フロアマット（プレミアムクリーン、GOLF）、
　　　　　　　   ラバーマット（フロント、リヤ）

・ 「プレミアムクリーン」は                  の「                」繊維を使用したフロアマットです。
・ 「プレミアムクリーン」は、日本アトピー協会推薦品マークを取得いたしました。
  〈認証番号：S1304702A〉敏感肌の方にも安心してご使用いただけます。
・ 「                」は                  の登録商標で、2010年第８回産学官連携功労者表彰
  （文部科学大臣賞）を受賞しました。

「　　　　　　　  」繊維を使用した
プレミアムクリーンの構造

●安全のため、他のマット類と重ねて使用しないでください。固定フックでマットを固定してください。車種、年式に適合したマットをご使用ください。

青色の繊維〈アレルキャッチャー〉
［フロアマットの断面図］

プレミアムクリーンの特徴

■ ダニや花粉のアレル物質を吸着
■ 悪臭の原因を分解・消臭
■ 難燃加工により、燃えにくい仕様
■ 繊維上の黄色ブドウ球菌などの雑菌の増殖を抑制

■ シックハウス症候群の要因のひとつといわれているホルムアルデヒドを分解
■ マット裏面のエフェクティブスパイクにより、フロアマットのすべりを低減
■ BCFナイロン高密度カーペットにより、ロングドライブ時の疲労軽減および
　 耐摩耗性にも優れている



燃料消費率（国土交通省審査値）　　　　        17.3km/ℓ

MODEL LINE UP

写真は一部実際と異なる場合があります。 ※詳しくは、各専用カタログをご覧ください。

Photo：TSI Highline  オプション装着車 Photo：オプション装着車
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Golfの高い基本性能にプラスした大容量のラゲージルームが、街中での普段使いからロングツーリングまで
多彩なライフスタイルに応えてくれる。Golfのステーションワゴン、Golf Variant。

Golf Variant 4ドア   右ハンドル   7速DSG®   1.4ℓTSI®エンジン   総排気量1,394cc
TSI Highline /TSI R-Line

燃料消費率（国土交通省審査値）　　　　        18.6km/ℓ
4ドア   右ハンドル   7速DSG®   1.2ℓTSI®エンジン   総排気量1,197cc

TSI Comfortline 本格派SUVの走りを体現するフルタイム4WDシステム“4MOTION”と、低い回転域からトルクフルなパワーを
生み出す1.8ℓ TSI®エンジンを搭載。雪道やラフロードにおいても卓越した走破性を発揮するGolf Alltrack。

Golf Alltrack
燃料消費率（国土交通省審査値）　　　　        13.5km/ℓ
4ドア   右ハンドル   6速DSG®   1.8ℓTSI®エンジン   総排気量1,798cc

＊：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。



燃料消費率（国土交通省審査値）　　　　        14.6km/ℓ

MODEL LINE UP

写真は一部実際と異なる場合があります。 ※詳しくは、各専用カタログをご覧ください。   45｜46

レッドラインをあしらったハニカムグリルに、チェック柄のトップスポーツシートが物語る伝統と誇り。
ホットハッチの指標を築き上げ、いつの時代にも人々を魅了するGolf GTI。

Golf GTI 4ドア   右ハンドル   6速DSG®   2.0ℓTSI®エンジン   総排気量1,984cc

燃料消費率（国土交通省審査値）　　　　        15.1km/ℓ
4ドア   右ハンドル   6速M／T   2.0ℓTSI®エンジン   総排気量1,984cc

最大出力228kW（310PS）にまで高めた2.0ℓ TSI®エンジンに、“4MOTION”や最新のシャシー制御技術の数々を
組み合わせ、高いパフォーマンスを実現したGolfのフラッグシップモデル。 新次元のリアルスポーツGolf R。

Golf R
燃料消費率（国土交通省審査値）　　　　        13.0km/ℓ
4ドア   右ハンドル   7速DSG®   2.0ℓTSI®エンジン   総排気量1,984cc

燃料消費率（国土交通省審査値）　　　　        12.6km/ℓ
4ドア   右ハンドル   6速M／T   2.0ℓTSI®エンジン   総排気量1,984cc

＊：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。

Photo：オプション装着車



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

※Arteon、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）

   47｜48
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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。

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］

あんしんの買取保証付き

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 見積りシミュレーション

詳細は フォルクスワーゲン サイトトップ 試乗車/展示車検索

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。

Facebook

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。

Twitter

新車情報、その走りなど最新動画を配信しています。

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
ご希望モデルのグレードやオプションを順次選択していただくだけで、簡単にお見積りシミュ
レーションしていただけます。エクステリアやインテリアを360°ビューでご覧になれます。

さらに詳しい情報は

様々な写真を紹介しています。

instagram
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New Golf

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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