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Photo：TDI Highline　ボディカラー：アトランティックブルーメタリック（H7）　写真は一部実際と異なる場合があります。

大きな自由を手に入れよう。
たっぷり積める、7人乗りシャラン。
全席独立型の3列シートを採用。多彩なシートアレンジにより、自在に使える
広大なラゲージスペースを実現しました。大きな開口幅の両側スライドドアのおかげで、

乗り降りはもちろん、荷物の出し入れもラクラク。さらに、1.4ℓ TSI®エンジンに加え、

パワフルで経済的なクリーンディーゼル2.0ℓ TDI®エンジンもラインアップ。

趣味や遊びをとことん満喫できるクルマ、それがシャランです。

Sharanの紹介はこちら。
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いざ、好きなこと。

Photo：TDI Highline　ボディカラー：アトランティックブルーメタリック（H7）　写真は一部実際と異なる場合があります。3 4



遊びのスケジュールだって忙しい。

Photo：TDI Highline　ボディカラー：アトランティックブルーメタリック（H7）　写真は一部実際と異なる場合があります。5 6



とりあえず自然の中へ。それが始まり。

Photo：TSI Highline　ボディカラー：ディープブラックパールエフェクト（2T）　写真は一部実際と異なる場合があります。7 8



多彩なシートアレンジで
ほしいスペース、ほしいままに。

写真は一部実際と異なる場合があります。9 10



機能的、それでいて人間的。

Photo：TSI Highline　シート：チタンブラック/アルカンターラ&レザー（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。11 12



この空間は、自由すぎる。

Photo：TSI Highline　シート：チタンブラック/アルカンターラ&レザー（BY）　写真は一部実際と異なる場合があります。13 14



懐の深さはバツグンです。

Photo：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）　シート：チタンブラック/アルカンターラ&レザー（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。15 16



さあ、今日は何して遊ぶ？

Photo：TSI Highline　シート：チタンブラック/レザー（BY）　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。17 18



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。

Photo：TDI Highline　ボディカラー：アトランティックブルーメタリック（H7）　写真は一部実際と異なる場合があります。

最大トルク380Nmの2.0ℓ TDI®エンジンは低回転から力強いパワーを発揮し、

フル乗車時やたくさん荷物を積んでいるときも、

軽くアクセルペダルを踏み込むだけで気持ちよく加速します。

さらにディーゼルエンジンならではの優れたランニングコストも魅力。

ガソリンに比べて低価格の軽油燃料を使用しているので、

同じ距離を走った場合ガソリン車に比べて燃料代を安くおさえられます。

電子制御式
ディファレンシャルロック“XDS”
高速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、クルマが

瞬間的にブレーキをかけて内輪の空転

を抑制。トラクションを回復させてアン

ダーステアを軽減します。シャランは

この“XDS”により、スポーティで正確な

ハンドリングをさらに向上させています。

TDI Highlineに標準装備

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。

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）
Comfortline、TSI Highlineに搭載

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®およびTDI®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。

 2.0ℓ TDI®エンジン
コモンレール式燃料噴射システムと可動式ガイドベーン付ターボ

チャージャー、さらにデュアルサーキットEGRシステム（高圧タイプ／低圧

タイプ）を採用した、パワフルでクリーンなフォルクスワーゲンが誇る

ディーゼルエンジンです。最大トルク380Nm（38.8kgm）を発揮し、低回転

から力強い余裕の走りを実現。また、先進の排気ガス浄化システムにより、

世界的にも厳しいと言われる日本のポスト新長期規制にも適合しています。

総排気量：1,968cc　
最高出力：130kW（177PS）/3,500-4,000rpm（ネット値）
最大トルク：380Nm（38.8kgm）/1,750-3,250rpm（ネット値）
TDI Highlineに搭載

コモンレール式燃料噴射システム
電子制御により、燃料を超高圧で直接燃焼室に噴射します。完全燃焼のための
高精度な噴射が可能になり、NOxやPMの発生を抑制して、燃料消費も抑えます。

1 NOx減 PM減

排気管の中に設置されたDPFが、排気ガス中のPMを吸着。一定量になると
フィルターの温度を上げ、堆積したPMを化学反応により除去します。

DPF（ディーゼル微粒子捕集フィルター）3 PM減

NOx： 燃焼温度が高温の時に発生する一酸化窒素や二酸化窒素など、窒素酸化物の総称　PM： 燃焼温度が低温の時に発生する粒子状物質　＊：AdBlue®は、ドイツ自動車工業会（VDA）の登録商標です。 

低圧タイプのEGRシステムを採用。これによりターボチャージャーの性能低下を抑える
ことができ、NOxの発生を抑制しながら優れたエンジンレスポンスを実現します。

低圧EGR（排気再循環）システム6 NOx減

エンジンの冷間始動後や暖機時に、エンジンからの未処理排出物を減少させる
とともに、排ガス後処理システムの起動をサポートします。

高圧EGR（排気再循環）システム4 NOx減

一定の走行距離を目安に尿素水溶液（AdBlue®＊）の補充が必要となります。

尿素水溶液（AdBlue®＊）を酸化触媒を通った排気ガス内に噴射することで、
排出ガス中のNOxを化学反応によりクリーンな窒素と水に還元します。

SCR（選択触媒還元）システム2 NOx減

エンジンの回転数に応じてターボチャージャーのタービンのガイドベーンを
制御し、排気ガスの流速をコントロールすることで過給効果を高めます。

5 可動式ガイドベーン付ターボチャージャー

TDI®エンジン 排気ガス浄化システム

 パワフルな走りと優れたランニングコスト。
待望のクリーンディーゼルが登場。

NOx減

NOx減

NOx減

NOx減

PM減

PM減

低回転時

コモンレール式燃料噴射システム1 SCRシステム2 DPF / 還元触媒3

可動式ガイドベーン付ターボチャージャー5 低圧EGRシステム6

トラップ触媒

開口面積を小さくすること
で排気の流速を上げ、過給
効率を高めます。

高回転時

開口面積を大きくすることで抵
抗を減らし、排気圧力を下げて
損失を減らします。

N2

H2O

インタークーラー

酸化触媒
AdBlue®タンク

AdBlue®インジェクター 可動式ガイドベーン付
ターボチャージャー

5

高圧EGRシステム4
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Photo：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）　写真は一部実際と異なる場合があります。

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。車両を停止させる

際に、ブレーキペダルを踏みつづけると車両停止直前または停止完了時にエンジンが

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＊1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。

※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）使用時は作動条件が異なります。詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。
＊1：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。

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停車のため、ブレーキを
　踏みつづける。

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。

燃費値換算
一酸化炭素（CO）
非メタン炭化水素（NMHC）
窒素酸化物（NOx）
粒子状物質（PM）

種類／使用量／GWP値
環境影響度目標値／目標年度

二酸化炭素（CO2）排出量

排出ガス

騒音

エアコン冷媒

185（WLTCモード走行）
0.63

0.024
0.15

0.005
平成11年規制適合（規制値） 96
平成11年規制適合（規制値） 72
平成11年規制適合（規制値） 76

R1234yf／825g／1
150／2023年

190（WLTCモード走行）
1.15
0.10
0.05
ー

g/km
g/km
g/km
g/km
g/km

dB
dB
dB

環境仕様

近接排気騒音
定常走行騒音
加速走行騒音

TDI Highline TSI Comfortline
TSI Highline

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。

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。

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。

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。
＊：ラゲージスペースの容量はVDA（ドイツ自動車工業会）方式による。
※レザーシートパッケージ装着車（受注生産オプション）は助手席を倒すことが
できません。

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。　※オプション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。

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

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

＊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：WLTCモード
は、市街地、郊外、高速道路の各走行モード
を平均的な使用時間配分で構成した国際
的な走行モードです。市街地モードは、信号
や渋滞等の影響を受ける比較的低速な
走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等
の影響をあまり受けない走行を想定、高速
道路モードは、高速道路等での走行を想定
しています。
＊4：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。 

燃料消費率＊2
（国土交通省審査値）    

14.0km/ℓ
＊3

市街地モード 11.3km/ℓ＊3

郊外モード  13.9km/ℓ＊3

高速道路モード 15.7km/ℓ＊3

自動車重量税（エコカー減税＊4） 環境性能割

減税（非課税）100% 非課税

TSI Comfortline / TSI Highline

燃料消費率＊2
（国土交通省審査値）    

12.2km/ℓ
＊3

市街地モード   9.2km/ℓ＊3

郊外モード  12.3km/ℓ＊3

高速道路モード 14.0km/ℓ＊3
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Volkswagen オールイン・セーフティ：Highlineの場合。　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。

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5km/h以上

※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。

前方の車を検知して衝突被害軽減をサポート。
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）

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、一定の間隔を維持することで、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 0km/h以上

安全な車間距離を常にキープ。
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）

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。
Highlineに標準装備　Comfortlineにオプション設定

見えにくいところも教えてくれる。
ブラインドスポットディテクション
（後方死角検知機能）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、ステアリング操作をサポートします。
Highlineに標準装備　Comfortlineにオプション設定

＊：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

車線逸脱しないようドライバーをサポート。
レーンキープアシストシステム“Lane Assist”

※作動速度 15km/h以上

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。そのためにフォルクスワーゲンでは、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」を標準装備したシャランが、あなたのカーライフをより快適で楽しいものにします。

予防安全
事故を起こさせない

衝突安全
万が一の事故のダメージを軽減する

二次被害防止
事故が起きた後の被害を抑える

「安全性はすべてに優先する」。
フォルクスワーゲンの大切な理念のひとつです。

デイタイム
ランニングライト

・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

・スタティックコーナリングライト
・ESC（エレクトロニック・スタビリティ・コントロール）

9エアバッグ

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
（2列目/3列目）

高剛性ボディ

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）

・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）

ポストコリジョンブレーキシステム

エマージェンシーストップシグナル

リヤビューカメラ
“Rear Assist”

パークディスタンス
コントロール
（フロント/リヤ）

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）

ダイナミック
コーナリングライト

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

ドライバー疲労検知
システム
“Fatigue Detection 

System”

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”

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）

※QRコードで説明用動画をご覧いただけます。　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。23 24



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。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。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。

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。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。

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。

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。

ニーエアバッグ（運転席）

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。

万が一の衝突時、衝撃を和らげる。
9エアバッグ

衝突後の、さらなる多重事故に備える。
ポストコリジョンブレーキシステム

チャイルドシートをワンタッチで確実に固定。
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（2列目/3列目）

運転の疲れを気づかせてくれる。
ドライバー疲労検知システム“Fatigue Detection System”

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。

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

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、危険を

回避、あるいは衝突の被害を軽減します。
Highlineに標準装備　Comfortlineにオプション設定

出庫時の後方の安全確認をサポート。
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）

※作動速度 1～12km/h 後退時

ロービームを点灯し10km/h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。
Highlineに標準装備　Comfortlineにオプション設定

バック時の後方視認をサポート。
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。

駐車時の障害物を検知。
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

センサーにより障害物などを検知し、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。

ステアリングの動きに連動して照射。
ダイナミックコーナリングライト

※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。

予防安全
事故を起こさせない

衝突安全
万が一の事故のダメージを軽減する

二次被害防止
事故が起きた後の被害を抑える

予防安全
事故を起こさせない

衝突安全
万が一の事故のダメージを軽減する

二次被害防止
事故が起きた後の被害を抑える

予防安全
事故を起こさせない

衝突安全
万が一の事故のダメージを軽減する

二次被害防止
事故が起きた後の被害を抑える

■ ダイナミックコーナリングライト
■ 通常のロービーム

※QRコードで説明用動画をご覧いただけます。　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。25 26



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。

Highlineに標準装備

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。

Highlineに標準装備

オートライト／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。

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。

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。

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。

Highlineにオプション設定

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。
Highlineに標準装備　Comfortlineにオプション設定

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列目のセンターコンソール、2列目、3列目の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 3列目サイドポケット（左側）

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。　※オプション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。27 28



写真はTSI Highline

写真は後席操作パネル。

23℃

21℃
22℃

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＊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、“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。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されています。

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。

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。

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。

Highlineに標準装備　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
通信を可能とするフォルクスワーゲンが提供する
コネクティビティ機能です。“App-Connect”は
“Mir rorL ink™”＊4、“Apple CarPlay™”＊5、
“Android Auto™”＊6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。

※画面は全てハメ込み画像です。また、画面はイメージで実際とは異なる場合があります。
※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。
＊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録音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：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。
＊5：Apple CarPlay™は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
＊6：Android Auto™は、Google Inc.の商標または登録商標です。

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。　※モニター画面はイメージです。29 30



Photo：TDI Highline　ボディカラー：ブラックオークブラウンメタリック（P0）

シャランの持つ安全性・快適性・機能性を余すことなく享受できるモデルです。

質感の高いアルカンターラ＆レザーシートを標準装備。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。

バイキセノンヘッドライトに加え、さらにシートヒーター（運転席/助手席）、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搭載。長距離ドライブによく出かける人のTDI®と街乗りが多い人のTSI®、2つのモデルをラインアップしています。

シート：チタンブラック/アルカンターラ&レザー（BY） シート：チタンブラック/レザー（BY）

17インチアルミホイール

TSI Highlineに標準装備

17インチアルミホイール

TDI Highlineに標準装備

Photo：TSI Highline

電動パノラマスライディングルーフパッケージはレザーシートパッケージとのセットオプション。
＊1：電動パノラマスライディングルーフパッケージ選択時、シーリングトレーは非装備となります。 ＊2：レザーシートパッケージ選択時、可倒式シート（助手席）、シートアンダートレー（運転席／
助手席）は同時装着はできません。

電動パノラマスライディングルーフパッケージ＊1

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
レザーシートパッケージ＊2

レザーシート／パワーシート（運転席/助手席〈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）

Sharan TDI / TSI Highline オプション装備

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。　※オプション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。31 32



Photo： TSI Comfortline　ボディカラー：アトランティックブルーメタリック（H7）

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

シート：チタンブラック/ファブリック（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。　※オプション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。

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のセットオプション。

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）

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

オプション装備

33 34



チタンブラック/アルカンターラ&レザー（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

TSI Comfortlineに標準装備TSI Comfortlineに標準装備 TDI Highline / TSI Highlineに標準装備 TDI Highline / TSI Highlineにオプション設定

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

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

Pure White
ピュアホワイト（0Q）

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

○：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。　＊：オプション設定　※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。

ピュアホワイト
（0Q）

ブラックオーク
ブラウンメタリック（P0）

アトランティック
ブルーメタリック（H7）

ディープブラック
パールエフェクト（2T）

チタンブラック/ファブリック（BY）TSI Comfortline

チタンブラック/レザー（BY）＊

チタンブラック/アルカンターラ＆レザー（BY）
TDI Highline / TSI Highline

写真は一部実際と異なる場合があります。

SEATS BODY COLORSSEATS
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主要装備表

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"
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
リヤビューカメラ"Rear Assist"
デイタイムランニングライト
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"
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
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"
（シティエマージェンシーブレーキ機能付）

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

TSI
Highline

TDI
Highline

TSI
Comfortline予防安全

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（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）

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（2列目/3列目）

衝突安全

エマージェンシーストップシグナル
ポストコリジョンブレーキシステム

二次被害防止

Volkswagen オールイン・セーフティ

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）
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）

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）
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"）

MEDIA-IN（iPod®＊4/iPhone®＊4/USBデバイス接続装置）
8スピーカー

イモビライザー

盗難防止装置

視界

空調

オーディオ／ナビゲーション

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
ヘッドライトウォッシャー
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
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、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

TSI
Highline

TDI
Highline

TSI
Comfortline

TSI
Highline

TDI
Highline

TSI
Comfortline

TSI
Highline

TDI
Highline

TSI
Comfortline

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）
スマートエントリー&スタートシステム"Keyless Access"＊5

電動チャイルドプルーフロック（リヤドア）
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）
カミングホーム&リービングホーム
12V電源ソケット（1列目、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

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列目、3列目）
センターアームレスト（前席）

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

レザーシート＊6

アルカンターラ&レザーシート
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〈リクライニング〉）
パワーシート（運転席/助手席〈前後/高さ/角度/リクライニング〉、運転席メモリー付）
パワーランバーサポート（運転席/助手席）
パワーランバーサポート（運転席）／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）
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

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）
シルバールーフレール

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）
シートベルト警告装置（全席）
タイヤ空気圧警告灯

Volkswagen Professional Care

電子制御式ディファレンシャルロック "XDS"
215/60 R16モビリティタイヤ／6.5J×16アルミホイール（10スポーク）
225/50 R17モビリティタイヤ／7J×17アルミホイール（5スポーク）
225/50 R17モビリティタイヤ／7J×17アルミホイール（10スポーク）

グローブボックス（エアコン送風口付）
シーリングトレー
サングラスホルダー
シートアンダートレー（運転席/助手席）
シートバックポケット（運転席/助手席）
スライディングカバー

▲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：電動パノラマスライディングルーフパッケージ
▲4：レザーシートパッケージ

TSI Comfortline
▲1は▲2とのセットオプションとなります。

Highline
▲3は▲4との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 ： 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。
＊5 ： 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。
＊6 ： 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。
＊7 ： レザーシートパッケージを装着する場合、可倒式シート（助手席）、シートアンダートレー（運転席/助手席）は同時装着できません。
＊8 ： 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、シーリングトレーは同時装着できません。
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。

●：標準装備　▲：オプション

▲1

▲1

▲2

▲1

▲2

▲2

＊7

＊8

＊7

▲3

▲4

▲3
＊7

＊8

▲3

▲4
▲4

▲4
＊7

▲3

▲4

▲4
▲4

▲4
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ラゲージスペースの容量はVDA（ドイツ自動車工業会）方式による。
（　）内は後席を倒した場合。ラゲージスペース 300（2,297）ℓ

四面図（mm）

［　］はTDI / TSI Highline　〈　〉は電動パノラマスライディングルーフ装着車

主要諸元表

mm
mm
mm
mm
mm

kg
名
m

km/ℓ
km/ℓ
km/ℓ
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

4,855
1,910
1,750
2,920

1,570/1,615
1,800

7
5.8

直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ（4バルブ）

73

自動6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）
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
215/60 R16

3DA-7NDLU

1,555/1,605
1,900〈1,930〉

14.0
11.3
13.9
15.7

DLU

81.0×95.5
1,968
15.8

130（177）/3,500-4,000
380（38.8）/1,750-3,250

軽油

第1速3.461/第2速1.913/第3速1.125/
第4速0.755/第5速0.763/第6速0.622/後退3.989

1‐4速：4.375/5‐6速、後退：3.333

225/50 R17

全長
全幅
全高
ホイールベース
トレッド前/後
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
使用タイヤサイズ

WLTCモード
市街地モード（WLTC-L）
郊外モード（WLTC-M）
高速道路モード（WLTC-H）

TSI HighlineTDI Highline TSI Comfortline

g/km
g/km
g/km

dB

二酸化炭素（CO2）排出量

排出ガス

騒音
エアコン冷媒

190（WLTCモード走行 燃費値換算）
1.15 ／ 0.10
0.05 ／ _

185（WLTCモード走行 燃費値換算）
0.63 ／ 0.024
0.15 ／ 0.005

平成11年規制適合（規制値　96 ／ 72 ／ 76）
R1234yf ／ 825g ／ 1 ／ 150 ／ 2023年

燃費値換算
一酸化炭素（CO）／非メタン炭化水素（NMHC）
窒素酸化物（NOx）／粒子状物質（PM）
近接排気騒音／定常走行騒音／加速走行騒音
種類／使用量／GWP値／環境影響度目標値／目標年度

TDI Highline TSI Comfortline TSI Highline

1,555/1,605
1,800〈1,830〉

225/50 R17

アイドリングストップ装置／筒内直接噴射／
電子制御式燃料噴射／過給機／インタークーラー／
コモンレール高圧噴射／電動パワーステアリング／

４バルブ＆センターノズル化／DSG®

3BA‐7NDJK

12.2
9.2

12.3
14.0

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®

DJK

74.5×80.0
1,394
10.0

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

無鉛プレミアム

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

環境仕様

〈　〉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。●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける
比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。●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 
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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

定期的なメンテナンスをサポートするプログラム

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

一般保証を1年間または
2年間延長できるプログラム。万全のサポート体制で安心

最終回に一定額を据置いて、残りを
分割でお支払い。一般的なローン
よりも月払いが軽減されます。

ディーラーで、
最終回のお支払い額（据置価格）と
同額でお車を買取ります。

据置価格設定型ローン
「ソリューションズ」でお買い上げ

月々のお支払い 最
終
回

5年後のお車

自動車保険もフォルクスワーゲン正規ディーラーにお任せください。
フロントガラス・タイヤパンク・ドアミラーの損害を補償する
「フォルクスワーゲン プレミアムケア」が無償で付帯されます。
※支払限度額および、適用には条件があります。詳しくはディーラーにご確認ください。

据置価格設定型ローン「ソリューションズ」・「ソリューションズ プラス」は、あらかじめ最終回の
お支払いと同額でお車を買い取ることを保証しています。そのため、「新車にお乗り換え（または
車両を返却して精算）」を選択した場合には、最終回のお支払いは不要となります。
車両の状態や走行距離が事前に定めた条件を満たしていない場合は、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。
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。

車両の買取保証付きだから安心です。

フォルクスワーゲン自動車保険プラス

“安心感”と“お支払いの手軽さ”を両立したフォルクスワーゲンならではのお支払いプランをご用意しています。

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、
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、 
据置価格を除いた金額を購入時に
お支払いいただきます。 

最終回のお支払いは、4つのプラン（「1.新車にお乗り換え」、「2.車両を返却して精算」、「3.現金でお支払い」、「4.再分割でお支払い」）からお選びいただけます。
※「1.新車にお乗り換え」、「2.車両を返却して精算」の場合は、最終回のお支払いは不要ですが、その際の車両の状態や走行距離が事前に定めた条件を満たしていない場合には、据置価格と査定価格の差額分を別途ご負担いただきます。
※ソリューションズ プラスは、いずれのお支払いプランをご選択の場合でも、据置手数料が別途必要となります。　※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。

ソリューションズ　    月々のお支払いを大幅に軽減。 ソリューションズ プラス　お支払いは購入時と最終回の2回で、月々のお支払いは0円。
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45 46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。

Volkswagen 
Official Website
フォルクスワーゲンの最新モデルの情報や

歴代モデルで綴るブランドヒストリーをはじめ、

スポーツやアウトドアなどアクティブな趣味を応援する

キャンペーン情報を配信。さらに、

「新しいことにチャレンジしたい！」そんな皆さまに

ピッタリな企画など、自動車メーカーのウェブサイトの

枠を超えた楽しいコンテンツを随時更新中！

ぜひ一度チェックしてみてください。

各SNSの公式アカウントでは、新モデルの情報だけでなく、新作動画やキャンペーン情報
などの幅広いコンテンツを発信しています。ぜひフォローして最新情報をゲットしてください。

Facebook
@VolkswagenJP
最新のトピックスやうれしいキャンペーン情報も満載です。

LINE

@VW_JPN
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

Volkswagen Japan
友だちになって最新の情報をチェックしてみてください。

Instagram 様々な写真や動画、キャンペーン情報を紹介しています。
@vw_japan フォルクスワーゲン ジャパン @volkswagen フォルクスワーゲン グローバル

詳細は フォルクスワーゲン サイトトップ Menu フォルクスワーゲンマガジン

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。

試乗車 /展示車検索

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

ここでしか手に入らない限定グッズや、

アクティブなライフスタイルを応援

するキャンペーン、様々なアスリート

とのコラボ企画、新車の試乗レビュー

など、カーライフや趣味がもっと楽

しくなるコンテンツを配信中！

フォルクスワーゲンマガジン

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、簡単にお見積りが作成

できます。さらに、エクステリア

やインテリアを360°ビューで
見ることも可能です。

見積りシミュレーションフォルクスワーゲン公式SNS

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

ドイツ本国の自動車レビューチャンネル

「Autogefühl（オートゲフール ）」（日本
語字幕付き）やモータージャーナリスト

河口まなぶ氏の「LOVECARS!TV!」
など、人気YouTuberによるレビュー
動画を公開。ジャーナリストの客観的な

評価や、カタログ以上に詳細な情報も

ご覧いただけます。

フォルクスワーゲン公式
YouTubeチャンネル

VolkswagenJapan
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FSC®認証材および管理原材料から作られたFSC®認証紙や、
環境にやさしい植物油インキを使用しております。
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