
特別仕様車

Polo TSI Comfortline Limited



Photo ボディカラー：リーフブルーメタリック（0A）  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。

時代に合わせて、大きくしました。
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Photo ボディカラー：リーフブルーメタリック（0A）  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。

大きくなると、スペースとココロのゆとりが広がります。
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Photo ボディカラー：リーフブルーメタリック（0A）  ダッシュパッド：ライムストーングレー  シート：チタンブラック（EL）　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。

室内のゆとりと上質さも、手に入れました。

+3.25cmL R
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Photo ボディカラー：リーフブルーメタリック（0A）  ダッシュパッド：ライムストーングレー  シート：チタンブラック（EL）　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。

フォルクスワーゲンの先進テクノロジーや
安全装備を搭載するために、アルテオン
と同じ「MQB」モジュールを採用。
ポロは、フォルクスワーゲンのモジュラー戦略「MQB」に基づいて
新開発しています。そのいちばんの理由は、いままでアルテオンなど

にしか導入されていなかった先進のテクノロジーや安全装備が搭載

でき、最新のフォルクスワーゲンの進化をカタチにできるからです。

もちろん、軽量化を図りながら剛性も高まり、走行安全性も向上。ただ

大きくなったのではなく、ユーザーファーストの先を見据えた思いが

込められています。

ただし、大きくなったのは
左右それぞれ、わずか3.25cm＊。
車内のスペースを拡大する事にも「MQB」は貢献しています。余裕
の室内空間を実現し、特に後席の足もとにゆとりを確保。ラゲージ

スペースも広くなり、より使いやす

くなりました。それでもボディサイズ

は左右それぞれ、わずか3.25cm＊

大きくなっただけ。コンパクトな

実用性を損なう事なく、取り回しは

機敏に行えます。　
＊：先代モデルとの差

PoloArteon

の足もとにゆとりを確保。ラゲ ジ

す

ズズ
＊

な

は

室内のゆとりと上質さも、手に入れました。
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ホイールベース 2,550mm
+80mm

全長 4,060mm
+65mm

全幅 1,750mm
+65mm

サイズアップはちょっとだけなのに、
ラゲージは＋71ℓ＊1も大きく。
室内にもう少しゆとりが欲しい。

ラゲージスペースがもう少し広ければいいのに…。

そんな声にポロは、最新の技術を使い、

ゆとりの室内と余裕のラゲージスペースを実現しました。

少しのサイズアップで、お客様のあとちょっとを満たすためのプラス。

ゆとりのある快適なコンパクトカーと言えば、正解はポロです。
＊1：先代モデルとのラゲージスペース容量比較

ラゲージスペース
ラゲージスペースのフロア高は2段階の調整（約100mm＊3）ができます。
＊2：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。 ＊3：自社調べ。351（1,125）ℓ＊2

※赤文字は先代ポロとの比較

Photo ボディカラー：エナジェティックオレンジメタリック（4M）＊  オプション装着車　＊：有償オプションカラー　  写真は一部実際と異なる場合があります。 7  8



フォルクスワーゲンの特別は、
思っている以上の「特別」です。
Polo TSI Comfortline Limitedには、
コンパクトカーもプレミアムセダンも知り尽くした

フォルクスワーゲンが厳選した特別装備を採用しました。

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。

LEDヘッドライト
高い視認性を確保しながら、消費電力の少なさと長寿命を実現させたLEDヘッドライトを採用。

15インチアルミホイール

SPECIAL EQUIPMENT

Photo ボディカラー：ピュアホワイト（0Q） 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。 9  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）

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

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。

「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。

Volkswagen 

衝突安全 二次被害防止

万が一の事故の
ダメージを軽減する

予防安全

事故を
起こさせない

事故が起きた後の
被害を抑える

Volkswagen純正インフォテイメントシステム“Discover Pro”
8インチのタッチスクリーンに、センサーボタンとダイヤルを採用することで高い視認性とスムーズな操作性を実現。
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。センサー

ボタン採用により、画面上を軽くタッチする、まるでスマートフォンのような感覚での操作が可能です。ボリューム調整や

地図縮尺変更にはダイヤル操作を採用することで、好みに合わせた微調整を可能としました。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。

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。

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。 

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。

“Discover Pro”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  

レザーマルチファンクションステアリングホイール
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、快適なドライビングをサポートします。また

メーターディスプレイで表示される、各種メニュー機能の操作や

“ACC”＊12等アシスト機能の設定が可能です。

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。

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。

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」を標準装備したポロが、あなたのカーライフを

より快適で楽しいものにします。

※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。

アルテオンと同じ「MQB」モジュールだから、
フォルクスワーゲンの先進装備をたっぷり載せることができました。

SAFETY PACKAGE（オプション）

運転者が万一、専用アプリケーション“Volkswagen Car-Net”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。
※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。※ディスクやメディアの、録音・録画形式や状態によっては再生できない場合があります。また、再生可能なデータ形式・規格は限られます。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。

＊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®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。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。＊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：オプション設定　※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。
※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。

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。
＊：作動速度 5km/h以上

Photo：オプション装着車

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、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 60km/h以上　作動速度 55km/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）

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

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、危険を回避、あるいは衝突の被害を軽減します。　※作動速度 1～12km/h 後退時

駐車時の障害物を検知し、ディスプレイでお知らせ。
オプティカルパーキングシステム

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、前進/後退時衝突軽減ブレーキ機能付）
入庫から出庫まで安全な駐車をサポート。
駐車支援システム“Park Assist”
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写真は一部実際と異なる場合があります。※ボディカラー、インテリア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。

Dashpads

Body Color s

ライムストーングレー

エナジェティックオレンジ ＊

Dashpads Body Color s

Polo TSI Comfortline Limited

フラッシュレッド
（D8）

ピュアホワイト
（0Q）

リーフブルー
メタリック（0A）

ディープブラック
パールエフェクト（2T）

エナジェティックオレンジ
メタリック（4M）＊

リフレックスシルバー
メタリック（8E）

エナジェティックオレンジ＊ ライムストーングレー

Co lo r  Comb ina t ions

Flash Red　フラッシュレッド（D8） Reef Blue Metallic　リーフブルーメタリック（0A） Pure White　ピュアホワイト（0Q）

Energetic Orange Metallic　エナジェティックオレンジメタリック（4M）＊Deep Black Pearl Effect　ディープブラックパールエフェクト（2T） Reflex Silver Metallic　リフレックスシルバーメタリック（8E）

●

ー

ー

●

●

ー

●

ー

●

ー

●

ー
＊：有償オプションカラー

人気のデジタルメーターと便利なワイヤレスチャージャーをセットにした
テクノロジーパッケージをご用意。

スマートフォン ワイヤレスチャージング
ワイヤレス充電に対応するスマートフォンであれば、エアコン操作パネル

の下にある充電スペースに置くだけで充電できます。
オプション設定　

※ワイヤレス充電規格「Qi（チー）」に対応したスマートフォンが対象になります。

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はグラフィック性能がさらに向上。基本の速度計とタコメーターの表示に加え、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。マルチファンクションステアリングホイールの“View”ボタンや
“Discover Pro”から、簡単に素早く基本画面を切り替えられます。
オプション設定

TECHNOLOGY PACKAGE（オプション）
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2,550
4,060 全長

1,
45

0 
全
高

1,520 1,500
1,750 全幅

特別仕様車

車両型式
寸法/重量

乗車定員
性能

エンジン

諸装置

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）：0.05g/km／窒素酸化物（NOx）：0.05g/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：460g／GWP値：1,430／環境影響度目標値：150／目標年度2023年

主要諸元表

4ドア 7速DSG® 右ハンドル
ABA-AWCHZ

全長：4,060mm／全幅：1,750mm／全高：1,450mm
ホイールベース：2,550mm／トレッド前/後：1,520mm/1,500mm

車両重量：1,160kg
5名

最小回転半径:5.1m
燃料消費率（国土交通省審査値）　　　　  : 19.1km/ℓ

主要燃費向上対策: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®
型式:CHZ／種類:直列3気筒DOHCインタークーラー付ターボ（4バルブ）／内径×行程:74.5×76.4mm／総排気量:999cc

圧縮比:10.3／最高出力（ネット値）:70kW（95PS）/5,000-5,500rpm／最大トルク（ネット値）:175Nm（17.9kgm）/2,000-3,500rpm
燃料タンク容量:40ℓ／使用燃料:無鉛プレミアム
トランスミッション:自動7段（前進）1段（後退）

変速比: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
最終減速比：1-4速：4.437/5-7速：3.227/後退：4.176

フロントサスペンション:マクファーソンストラット（スタビライザー付）／リヤサスペンション:トレーリングアーム
フロントブレーキ:ベンチレーテッドディスク／リヤブレーキ:ドラム／使用タイヤサイズ:185/65 R15

Polo TSI Comfortline Limited

環境仕様

三面図（mm）

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”
リヤビューカメラ“Rear Assist”
駐車支援システム“Park 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、前進/後退時衝突軽減ブレーキ機能付）／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”（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
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）／サイドエアバッグ（前席）／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）
エマージェンシーストップシグナル／アクティブボンネット／ポストコリジョンブレーキシステム
イモビライザー
LED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／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）／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）
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“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＊2、AM/FM、ワイドFM対応、地デジTV受信＊3、
Bluetooth®＊4オーディオ/ハンズフリーフォン）
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”）
MEDIA-IN（iPod®＊5/iPhone®＊5/USBデバイス接続装置）／6スピーカー
ヒルホルダー機能／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”®＊6

カミングホーム&リービングホーム／12V電源ソケット（前席）／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
スマートフォン ワイヤレスチャージング＊7

カップホルダー（前席）／センターアームレスト（前席）／スピードリミッター＊8

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
高さ調整式シート（運転席/助手席）／ランバーサポート（運転席/助手席）／分割可倒式シート（後席）
レザーマルチファンクションステアリングホイール／レザーハンドブレーキグリップ／レザーシフトノブ
シートバックポケット（運転席/助手席）／トノカバー
185/65R15タイヤ／5.5Jx15アルミホイール（5ダブルスポーク）
タイヤ応急修理キット／Volkswagen Professional Care
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Volkswagen オールイン・セーフティ
予防安全

衝突安全

二次被害防止
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

シート／内装

収納
足回り
その他

●：標準装備　▲1:オプション（セーフティパッケージ）　▲2 :オプション（テクノロジーパッケージ）　▲2は▲1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：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。＊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：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。＊5：iPod®、iPhone®は、米国および他の国 で々登録された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。＊6：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。＊7：ワイヤレス充電規格「Qi（チー）」に対応したスマートフォンが対象になります。＊8：セーフティパッケージを装着する場合、スピードリミッタ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。
●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

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。351（1,125）ℓラゲージスペース

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

Issue:March,2020 VW0100-GP0032　Photo ボディカラー：リーフブルーメタリック（0A）  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。

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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