EQUIPMENT LIST
主要装備表

Volkswagen オールイン・セーフティ

盗難防止装置
イモビライザー

予防安全
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"
レーンチェンジアシストシステム"Side Assist Plus"
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
ハイビームアシスト
ダイナミックライトアシスト
リヤビューカメラ"Rear Assist"
アラウンドビューカメラ"Area View"
駐車支援システム"Park Assist"
デイタイムランニングライト
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

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）
i-Size基準適合チャイルドシート固定装置
（後席左右）

二次被害防止
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

TSI 4MOTION
Elegance

TSI 4MOTION
R-Line

TSI 4MOTION
R-Line Advance

TSI 4MOTION
Elegance

TSI 4MOTION
R-Line

TSI 4MOTION
R-Line Advance

視界
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
ヘッドライトウォッシャー
オールウェザーライト
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
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、
自動防眩機能〈運転席〉
、
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、
自動防眩機能〈運転席〉
、
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

空調

ヘッドアップディスプレイ
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"＊6
パワーテールゲート
"Easy Open & Easy Close"機能付）
（挟み込み防止機能、
カミングホーム&リービングホーム
12V電源ソケット
（前席/後席)
（後席）
AC100V電源ソケット
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
プログレッシブステアリング
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
インテリアアンビエントライト
カップホルダー
（前席/後席）
センターアームレスト
（前席/後席）

TSI 4MOTION
Elegance

TSI 4MOTION
R-Line

TSI 4MOTION
R-Line Advance

▲

TSI 4MOTION
R-Line Advance

4MOTION
（フルタイム4輪駆動）
アダプティブシャシーコントロール"DCC"
電子制御式ディファレンシャルロック"XDS"
（10ダブルスポーク）
245/40 R19モビリティタイヤ／8Jx19アルミホイール
245/35 R20モビリティタイヤ／
8Jx20アルミホイール
（10スポーク）
〈シルバー〉
245/35 R20モビリティタイヤ／
8Jx20アルミホイール
（10スポーク）
〈ダークグラファイトマット〉
▲

▲

その他
Volkswagen ServicePLUS
●：標準装備

▲：オプション

▲：ラグジュアリーパッケージ

シート／内装
▲

TSI 4MOTION
R-Line

足回り

外装
電動パノラマスライディングルーフ
（UVカット機能付）
R-Line専用エクステリア
（フロントバンパー、
リヤスポイラー）
Elegance専用エクステリア
（フロントバンパー、
ドアミラー）
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）
ツインエキゾーストフィニッシャー

シートマッサージ機能
（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）
シートヒーター
（運転席/助手席/後席左右）
アルミニウムデコラティブパネル
ウッドデコラティブパネル
レザーマルチファンクションステアリングホイール
R-Line専用レザーマルチファンクションステアリングホイール
ステアリングヒーター
レザーシフトノブ
ステンレスドアシルプレート
R-Line専用ドアシルプレート
アルミ調ペダルクラスター
（アクセル/ブレーキ）

TSI 4MOTION
Elegance

収納

フルカラーマルチファンクションインジケーター
（時刻、瞬間/平均燃費、
走行距離、平均速度、運転時間、外気温度、
メニュー機能）
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

オーディオ／ナビゲーション

シート／内装

グローブボックス
（エアコン送風口付）
トノカバー

メーター周り

3ゾーンフルオートエアコンディショナー
自動内気循環機能付）
（運転席/助手席/後席独立調整、
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、
®＊4
Bluetooth 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"、
テレマティクス機能"Guide & Inform"）
®＊5
®＊5
MEDIA-IN
（iPod /iPhone /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
プレミアムサウンドシステム"DYNAUDIO"
（総出力700W、
16チャンネル-11スピーカー）

機能装備

R-Line専用ナパレザーシート
ナパレザーシート＊7
トップ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）
座面長調整式シート
（運転席）
角度調整式シート
（運転席）
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）
パワーランバーサポート
（運転席/助手席）
＊7

※パッケージの装備を単独で選択することはできません。
（Windows Media®Audio）形式の音楽ファイルは再生できません。
＊1：著作権保護されているWMA
＊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。
＊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：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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