特別仕様車

e-Golf Premium

e-Golf カタログについてのご案内
● e-Golf
（ベースモデルおよびテクノロジーパッケージ装着車）
の販売は現在休止中です。
● e-Golf Premium
（特別仕様車）
の販売は継続しております。
● e-Golf Premium
（特別仕様車）
の
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）
は廃止となります。

詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。

e-Golf Premium

価格改定（消費税率10％込み価格）についてのご案内
●2019年10月1日以降に登録の車両は、下記の通り消費税率10％に基づく価格となります。

〈変更前〉

車両本体価格

〈変更後〉

車両本体価格

￥5,349,000（税込）

￥5,448,000（税込）

有償オプションカラー：オリックスホワイト
＊
マザーオブパールエフェクト
（0R）

有償オプションカラー：オリックスホワイト
＊
マザーオブパールエフェクト
（0R）

￥64,800（税込）

￥66,000（税込）

＊：オリックスホワイト マザーオブパールエフェクト
（0R）車両の販売は終了いたしました。

詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。

Issue:June, 2018 VW0468-TP8061

「エコカー減税」及び「環境性能割」
（ 10 月 1日導入）についてのご案内
「自動車取得税」は廃止され、
「 環境性能割」が導入されます。
2019 年 10月1日以降、
詳しくは、以下の表をご覧ください。なお、自動車重量税は2021 年 4月 30日まで変更の予定はございません。

ご不明な点は正規ディーラーにおたずねください。

自動車取得税（エコカー減税）
モデル

グレード

Golf
e-Golf
Golf Variant
Golf Touran
Sharan
Tiguan
Passat / Passat Variant
Passat Alltrack
Golf Touran
Passat / Passat Variant
Sharan
up!
Polo
The Beetle
Golf
Golf Variant
Golf Alltrack
Tiguan
Passat / Passat Variant
Golf R / Golf R Variant
Arteon

TDI 全グレード / GTE
e-Golf Premium
TDI 全グレード
TDI 全グレード
TDI Highline
TDI 全グレード
TDI 全グレード
TDI 全グレード
TSI 全グレード
TSI Eleganceline / TSI Highline
TSI 全グレード
全グレード / GTI
全グレード / GTI

詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。

全グレード
TSI 全グレード / GTI / GTI Performance
TSI 全グレード
全グレード
TSI 全グレード

2.0TSI R-Line
TSI 4MOTION

全グレード

2019年4月1日〜9月30日

環境性能割

2019年10月1日〜

2019年10月1日〜2020年9月30日

100 ％減税

廃止

非課税

25 ％減税

廃止

非課税

20 ％減税

廃止

税率 1 ％

減税対象外

廃止

税率 2 ％

（非課税）

デジタルメータークラスター“Active Info Display ”

写真は欧州仕様です。

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

インテリアアンビエントライト

レザーシート

電気自動車を、
もっと豊かに楽しむために。レザーシート、
“Active Info Display ”
などの特別装備、専用サービスプログラム付の e-Golf

Premium 登場。

新 たに用 意した 2 色のボ ディカラーに、優 雅なドライブを演 出 するレザ ーシ ートやアンビ エント
ライト、オーナーライフの安心が続く専用サービスプログラムなど、価値ある特別装備をプラス。
電 気自動 車 の ひとつ 先を走る e-Golf に、上 質な魅 力を際 立た せた 特 別 仕 様 車 が登 場しました 。

フォルクスワーゲン

ニューサービスプラス

1 レザーシート ■スポーツシート
1 インテリアアンビエントライト
■
（運転席/助手席） ■
1 e-Golf Premium専用サービスプログラム
■

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）

特別
無償
付帯

延長サービスプラス

“Volkswagen Car-Net”

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。

特別
無償
付帯

e-Golf Premium専用

サービスプログラム

モバイルオンラインサービス

1 ダイナミックコーナリングライト
■

1 ダイナミックライトアシスト ■
1 ダークテールランプ ■
1 LEDテールランプ
（ダイナミックターンインジケーター付）
■

e-Golf Premium

あなたのカーライフを支える、充実のアフターサービス

“Volkswagen After Service”
特別
無償
付帯

Special Equipment
1 デジタルメータークラスター“Active Info Display ”
■

通常3年の標準プログラムに、特別なサービスを無償でプラスしてアップグレード。
さらに2年の安心をプラス。

延長保証プログラム

ウォルフィサポート
一般保証を2年間延長するプログラム。

テレマティクス機能“Guide & Inform”
Volkswagen純正インフォテイメントシステム“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、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。“Guide & Inform”機能は、新車購
入時より通常3年＋無償2年間＊1で提供します。

EV/ PHEV専用サービス“e-Remote”＊2
専用アプリケーションや“Car-Net”ポータルサイトを介して、各種機能を設定
したり、
情報を取得することが可能。通常3年＋無償2年間＊1で提供します。

機能や装備、諸元、環境仕様につきましては e-Golf カタログをご覧ください。
※運転者が万一、専用アプリケーション“ Volkswagen Car-Net”、充電ステーション検索アプリ“ EasyEV ”や“ 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。
＊1：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。＊2：ご利用にはインターネットによる通信環境が必要です。パソコンおよび、スマートフォンによる通信には別途、お客様と通信会社の契約に基づく通信料金が発生します。スマートフォンによる操作には専用アプリケーションのダウン
リサイクル料金は含まれておりません。別途必要となります。●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
ロードが必要です。iPhone®用はApp Storeから。Android™用アプリはGoogle Play™からダウンロードいただく必要があります。●表示の価格は消費税込みです。車両本体価格には、付属品価格、保険料、税金（消費税を除く）、登録に伴う諸費用、
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。●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。※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。※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。※モニター画面は欧州仕様のイメージです。※専用サービスプログラムの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。
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

Issue : October, 2019 VW0449 -TP9103 写真は一部日本仕様と異なります。※モニター画面はイメージです。

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

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。

