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 最高出力320PS、最大トルク420Nmのハイパフォーマンス。

07 Safety
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 ドライビングの喜びを高める、デジタルで進化した空間。

11 Special Equipment
 特別な存在であることをクールに主張するR専用装備。

13 Lineup
 Golf R
 圧倒的な走りと日常での扱いやすさを融合。

　 Golf R Variant
　 大容量のラゲージスペースを備えたスポーツカー。

この走り、R指定。

スマートな走りも、刺激的な走りも思うがまま。
２つの顔を持つゴルフが、大人を満たす。

1974年の誕生以来、ハッチバックの

ベンチマークとして進化し続けているゴルフ。

その最新モデルにRacingに由来する「R」の紋章が刻まれた。

優れた基本性能に加えて、世界ラリー選手権など

過酷なレースで培った技術を注ぎ込んだ一台。

圧倒的なドライビングプレジャーを叶えるのは、320馬力エンジン。

「0-100km/h加速」はわずか4.7秒＊。さらに、次世代制御デバイス 

ビークル ダイナミクス マネージャーが走りを最適にコントロール。

進化した4MOTIONが揺らぐことなく路面をつかむ。

ようこそ、新次元の興奮へ。
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Photo：Golf R　ボディカラー：ラピスブルーメタリック（L9）＊　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ります。

ゴルフ R・モデルページ

ゴルフ R ヴァリアント・モデルページ
フォルクスワーゲン公式サイト

フォルクスワーゲン公式サイト

詳細は公式ホームページでチェック! 

＊ 欧州測定値。ゴルフ R ヴァリアントは4.9秒。



最高出力320PS、最大トルク420Nm、
官能的なサウンドを響かせながら、

発進からわずか4.7秒＊で

100km/hに到達する。Rの名に
ふさわしい、究極のゴルフ誕生。

最高出力320PS、最大トルク420Nm、
官能的なサウンドを響かせながら、

発進からわずか4.7秒＊で

100km/hに到達する。Rの名に
ふさわしい、究極のゴルフ誕生。
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PerformancePerformance

01

02 03

総排気量：1,984cc
最高出力（ネット値）：235kW（320PS）/5,350-6,500rpm
最大トルク（ネット値）：420Nm（42.8kgm）/2,100-5,350rpm
　　　　　　　

01 モータースポーツ用エンジンに匹敵する高性能ユニット
■2.0ℓ TSI®エンジン

瞬時の変速で、切れ目のない滑らかな加速を生み出す
■7速DSG®トランスミッション
ATと同様の簡単な操作で、0.03～0.04秒＊というレーシングドライバー並み
の素早い変速を実現。指先だけの操作でシフトアップ・ダウンを可能にする
パドルシフトも備えています。
＊自社調べ

02 ボタンを押すだけでレースモードへの切り替えが可能
■R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（Rボタン付）
専用のステアリングホイールには、Rボタンを採用。ワンタッチで瞬時に
レースモードへ切り替えることができます。

03 アグレッシブな走りから快適な走りまで自在に選べる
■ドライビングプロファイル機能
通常の「コンフォート」「スポーツ」「カスタム」に加えて、R専用の「レース」
モードを追加。各機構＊がレーシーな設定になるアグレッシブな走りから、
普段使いの快適で効率的な走りまで選択できます。
＊アダプティブシャシーコントロール“DCC”選択時にはサスペンション調整が追加となります。

Photo：Golf R　ボディカラー：ラピスブルーメタリック（L9）＊　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ります。　※モニター画面はイメージです。

＊ 欧州測定値。ゴルフ R ヴァリアントは4.9秒。



大幅な改良を加えて、スポーツ走行性能を強化
■ランニングギア
ノーマルモデルより車高を低くして、ワイド&ローのスタンスを実現。スプ
リングレートとスタビライザーレートを先代から約10%高め、フロントアク
スルを約3kg軽量化するなど、様々な改良を施しています。

刺激的な走りも、

スマートな走りも、思うがまま。

多彩な専用テクノロジーにより、

「走る・曲がる・止まる」を

極限まで高めています。

刺激的な走りも、

スマートな走りも、思うがまま。

多彩な専用テクノロジーにより、

「走る・曲がる・止まる」を

極限まで高めています。
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スポーティで正確なハンドリング性能に貢献
■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、瞬時に
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。

01

02

03

02 250km/hの最高速度＊からでも安心して止まれる性能を追求
■18インチブレーキシステム
先代から1インチ拡大し、より強力なストッピングパワーと正確な制御を
実現。アルミニウムの採用で片側約600gの軽量化も図っています。Rロゴ
入りブルーブレーキキャリパーが高性能を視覚的にも印象づけます。
＊公道を走行する時は、法定速度または制限速度を遵守してください。

01 後輪左右のトルク配分を制御し、コーナリング性能を向上
■Rパフォーマンストルクベクタリング
車速、エンジン出力、ステアリング角度、横加速度、ヨーレートなどの情報を
もとに、2つのマルチプレートクラッチが後輪左右のトルク配分を最適に
コントロール。コーナリング性能をさらに高めます。

03 スポーツ性と快適性をともに高める次世代制御デバイス
■ビークル ダイナミクス マネージャー
“XDS”や“DCC”などの電子制御システムを統合制御するだけでなく、
4MOTIONと高度に連携。機敏で正確なハンドリングを実現するなど
ドライビングダイナミクスを最大化し、快適性も高次元で両立します。

力強い発進、高速安定性、優れたトラクションを実現
■4MOTION（フルタイム4輪駆動）
走行状況を絶えず分析して、前後輪のトルク配分を100:0～50:50の範囲で
最適かつ連続的に制御。力強い発進加速、高速走行時の安定性、低μ路で
の優れたトラクション性能をもたらします。

Photo：Golf R Variant　ボディカラー：ディープブラックパールエフェクト（2T）　オプション装着車　写真は一部実際と異なります。 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。

PerformancePerformance

状況に応じた走りを支える、先進のサスペンションシステム
■アダプティブシャシーコントロール“DCC”
ダンパーの減衰力や電動パワーステアリングの特性を瞬時にコントロール
するシステム。走行状況に合わせて連続的に減衰力特性を変化させ、ドラ
イバーの意思に応える自在な走りを提供します。
オプション設定

直進時：後輪左右に均等にトルクを配分

左カーブ時：後輪右側により多くのトルクを配分



 ※写真は欧州仕様車です。日本仕様車とは異なります。 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。

圧倒的な走りを

心おきなく楽しめるように、

妥協なく追求した安全性能。

最新の運転支援システムなどが

安心・快適なドライビングを

絶えずサポートします。

圧倒的な走りを

心おきなく楽しめるように、

妥協なく追求した安全性能。

最新の運転支援システムなどが

安心・快適なドライビングを

絶えずサポートします。
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SafetySafety

ゴルフ R/ゴルフ R ヴァリアントの安全装備はこれだけでは
ありません。詳細については専用リーフレット
「Volkswagen オールイン・セーフティ」、
または同内容の下記ホームページをご覧ください。

フォルクスワーゲン公式サイト

ゴルフ R/ゴルフ R ヴァリアントの安全性能の詳細について
より分かりやすい動画でもチェック!
フォルクスワーゲン公式YouTube

動画は自動再生されますが、見たい動画を画面上のプレイリストから選択する
こともできます。※動画に登場するモデルはゴルフ R/ゴルフ R ヴァリアント
とは異なりますが機能は同様です。

※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。

01 渋滞から高速走行までアクセル、ブレーキ、
ハンドル操作をサポート

■同一車線内全車速運転支援システム“Travel Assist”
“Travel Assist”はアダプティブクルーズコントロール“ACC”とレーン
キープアシストシステム“Lane Assist”の複合機能です。時速約210km
までの速度域で、アクセル、ブレーキ、ハンドル操作をアシスト。あらかじめ
設定した車速内において前走車との車間および走行レーンの維持を
サポートします。ステアリングを軽く握っているだけで作動し、高速道路
など長距離ドライブでも疲労を低減させます。
※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 0～約210km/h

01

02

02 安全な車線変更をサポート
■レーンチェンジアシストシステム“Side Assist Plus”
車両の後方周辺の状況をモニタリング。斜め後ろの死角エリアに車両が
走行している場合、ドアミラーの専用インジケーターが点灯、ウインカー
を作動させると点滅に切り替わり警告します。また、検出車両の方向に進路
変更しようとするとステアリングを自動で補正して軌道を修正し、他車との
接触のリスクを軽減します。
※作動速度 約10km/h以上

前方の車や歩行者、サイクリスト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”
　（歩行者&サイクリスト検知対応シティエマージェンシーブレーキ機能付）
※作動速度 約5km/h以上

Photo：Golf R　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ります。
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TechnologyTechnology

02タッチスクリーンで、ナビも情報も自在に操れる
■Volkswagen純正インフォテイメントシステム
　“Discover Pro”
10インチ大型全面タッチスクリーンを搭載。ナビシステムの域を超えて
車両を総合的に管理できるインフォテイメントシステムです。操作はスマート
フォンのように画面上を軽くタッチするだけ。モニターとメーターにおける
ナビゲーションマップの同時表示も可能です。

01ドライバーを高揚させるR専用グラフィックを採用
■デジタルメータークラスター“Digital Cockpit Pro”
見やすい大型10.25インチTFT液晶ディスプレイを採用。通常のメーター表示
やナビゲーションマップなど、好みに応じて表示を切り替え可能。スポーツ
モードとレースモード選択時には、R専用グラフィックを映し出します。

置くだけで充電切れの心配とサヨナラ
■スマートフォンワイヤレスチャージング
※ワイヤレス充電規格「Qi （チー）」に対応したスマートフォンなどが対象になります。

01

02

Rならではのスポーティな装備と

使いやすい先進システムを

融合したインテリア。

デジタルで進化した空間が

ドライビングの喜びを高めます。

Rならではのスポーティな装備と

使いやすい先進システムを

融合したインテリア。

デジタルで進化した空間が

ドライビングの喜びを高めます。

Photo：Golf R　オプション装着車　写真は一部実際と異なります。※モニター画面はイメージです。
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Special EquipmentSpecial Equipment

04 ■ブルーブレーキキャリパー／18インチアルミホイール

05 ■ブルーブレーキキャリパー／19インチアルミホイール
オプション設定

03 スポーティなデザインと優れたホールド性や快適性を融合
■R専用ファブリック&マイクロフリースシート

02

03

01

04 05

特別な存在であることを

クールに主張する、

内外装に施したR専用装備。

秘めた走りの興奮を示唆し、

ドライバーの感性を刺激します。

特別な存在であることを

クールに主張する、

内外装に施したR専用装備。

秘めた走りの興奮を示唆し、

ドライバーの感性を刺激します。

Photo：Golf R　ボディカラー：ラピスブルーメタリック（L9）＊　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ります。

01 全身を精悍に仕立て、優れた機能性も両立
■R専用エクステリア
シャープな印象のフロントグリルやフロント&リヤバンパー、ルーフ後端の
リヤスポイラーなど、多くの専用パーツを採用。個性を際立たせるとともに、
空力性能や高速安定性など機能性を追求しています。

02 美しいクロームの輝きと迫力あるルックスが、
見るものを圧倒するリヤスタイルを演出

■クロームデュアルツインエキゾーストパイプ



LineupLineup
Photo：（左）Golf R　ボディカラー：ラピスブルーメタリック（L9）＊　オプション装着車　＊有償オプションカラー　（右）Golf R Variant　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ります。　※モニター画面はイメージです。

モータースポーツで培った技術を注入し、かつてない次元へ進化

を遂げた最新世代のゴルフ R。圧倒的な走りを堪能できるとともに、
ゴルフ特有のコンパクトなボディは取り回しが良く、日常での扱い

やすさにも優れています。

ゴルフ R ヴァリアントは、毎日の楽しみを広げる高い実用性を兼ね
備えたスポーツカー。独自設計でより広いホイールベースを確保

しており、快適に寛げる室内空間と最大1,642ℓの大容量ラゲージ
スペースを備えています。

Golf R

Golf R Variant
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Issue：October, 2022 VW0322-AP2101

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）

Lapiz Blue Metallic
ラピスブルーメタリック（L9）＊　　　　　　　　　　　　　　　

Body Colors

Special Equipment SpecificationsOptional Equipment
■“DCC”パッケージ
　アダプティブシャシーコントロール“DCC”／
　235/35 R19タイヤ／8Jx19アルミホイール

■ R専用エクステリア
■ シルバーマットクロームドアミラー
■ R専用ファブリック&マイクロフリースシート
■ カーボン調デコラティブパネル
■ R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（Rボタン付）

■ R専用スポーツサスペンション
■ 4MOTION（フルタイム4輪駆動）
■ ブルーブレーキキャリパー
■ クロームデュアルツインエキゾーストパイプ
■ 225/40 R18タイヤ／7.5Jx18アルミホイール

機能や装備、諸元、環境仕様についてはフォルクスワーゲン公式ホームページのゴルフ Rまたは
ゴルフ R ヴァリアントのモデルページをご覧ください。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。

Photo：Golf R　ボディカラー：ラピスブルーメタリック（L9）＊　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ります。

Golf R

Golf R

Golf R Variant

Golf R Variant

［主要諸元］

全長×全幅×全高
総排気量
最高出力（ネット値）
最大トルク（ネット値）
使用燃料
トランスミッション

4ドア 7速DSG® 右ハンドル

1,984cc
235kW（320PS）/5,350-6,500rpm

無鉛プレミアム
自動7段（前進）1段（後退）

4,295mm×1,790mm×1,460mm 4,650mm×1,790mm×1,465mm

420Nm（42.8kgm）/2,100-5,350rpm 

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。

東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー18F　〒140-0001
フォルクスワーゲン カスタマーセンター　0120‐993‐199

Volkswagen Japan

＊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。

見積りシミュレーション 試乗車 /展示車検索

ラゲージスペース 611（1,642）ℓ
＊

ラゲージスペース 374（1,230）ℓ
＊




