The new Polo GTI

CONCEPT

軽やかに 、パワフル に、刺 激 的 に 。
ベストサイズという性 能 。ポロ

GTI 。

ポロ GTI は、小回りの利くコンパクトボディ& 圧倒する刺激的なパワーというホットハッチらしさで、
元気のいい走りを味わいたいファンを魅了してきました。
そして今、GTI の世界を進化させる新型ポロ GTI デビュー。
最高出力 207PS の 2.0ℓ TSI®エンジンは 0-100km/h 加速 6.5 秒＊を達成。
また GTI 専用チューニングを施されたスポーツサスペンションや
専用の赤をモチーフにしたエクステリア / インテリアなどスポーツマインドを熱く刺激します。
そして、IQ. LIGHT や Travel Assist などフォルクスワーゲン最新の先進安全テクノロジーや

Digital Cockpit Pro など最新デジタルテクノロジーを標準装備。
ステアリングを握るたびに思わず笑みがこぼれてしまうドライビング・プレジャーと
最先端のセーフティ/ デジタルが融合した、新時代のベストサイズなホットハッチ、
新型ポロ GTI が走り始めます。
＊ 欧州測定値

詳細は公式ホームページ 新型ポロ GTI モデルページでチェック!
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選べる4 色のボディカラー

Photo ボディカラー：ピュアホワイト
（0Q） ※写真は欧州仕様車です。日本仕様車とは異なります。
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PACKAGING

このコンパクトサイズに 、

GTI のすべ てが息 づ い て いる。

新型ポロ GTIは、
コンパクトボディに
さらにパワーアップした高性能 2.0ℓ

TSI® エンジンを搭載。ホットハッチ
らしいパッケージングでキビキビとした

このサイズでなければ、楽しめない走りがある。

走りを楽しめます。

4,085 mm

ひとたび新型ポロ GTI のステアリングを握れば、
意のままのキビキビとした小回りの良さを体感できるでしょう。
その秘密は、コンパクトボディに高性能を凝縮したパッケージング。

1,430 mm

高速走行やワインディングでの楽しさはもちろん、

The new Polo GTI
ディメンション

全長

4,085mm×全幅 1,750mm×全高1,430mm

街乗りからロングドライブまで、

総排気量

1,984 cc

操ることの悦びを満喫していただけます。

最高出力

207 PS

1,750 mm

Photo ボディカラー：ピュアホワイト
（0Q） ※写真は欧州仕様車です。日本仕様車とは異なります。
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PERFORMANCE

207PS そして 0-100km/h 加 速 6.5 秒 。
＊

ホットハッチがまた 進 化した。

＊ 欧州測定値

新型ポロ GTI は、よりパワフルな走りとともに最新の安全性と快適性を併せ持ち、
新時代のコンパクトホットハッチとしてさらなる進化を遂げています。
シャシーも専用セッティングが施され、通常モデルと比べて車高を低く設定したローダウンスポーツサスペンションを採用。
「スポーツ」
「ノーマル」のモード切り替えを可能とするアクティブダンパーを備えた

Sport Select シャシー付スポーツパフォーマンスキットもオプションで選択可能。胸躍るスポーツドライビングの世界へ、ようこそ。
01 207PS へ進化してさらにパワフルなGTIへ
■ 2.0ℓ TSI® エンジン
2リッター直噴ターボエンジンはさらに進化を遂げて、先代モデルに比べて
最高出力＋7PSとなる207PS/320Nmへ。
また最大トルクは従来モデルと

01

変わらないものの、1,500〜4,500 回転の広範囲で発生するようになり、

0-100km/h加速は6.5秒＊の卓越したパフォーマンスを実現しています。

1,984cc

総排気量
最高出力
（ネット値）
最大トルク
（ネット値）

152 kW（207PS）/4,600-6,000 rpm

320Nm（32.6 kgm）/1,500-4,500 rpm

＊ 欧州測定値

02 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

02

「コンフォート/エコ/スポーツ/カスタム」
の各モードを選択可能。選んだモードによって、Sport Select ＊のダンピング特性だけでなく、
ステアリング、
エンジン特性、
ギヤボックスの制御プログラムも変更され多彩なドライビングスタイルを楽しめます。

瞬時の変速で、切れ目のない滑らかな加速を生み出す

＊ オプション設定

■ 7 速 DSG トランスミッション

GTI 専用にスポーティにチューニングされた足回り
■GTI 専用スポーツサスペンション

耐熱性に優れた湿式クラッチが2.0ℓ TSI®エンジンのパワーを受け止め、最適な駆動力を

通常モデルと比べて車高を低く設定したローダウンスポーツサスペンションを採用し特性を

発揮させます。
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。切れ目

最適化。思い描いた走行ラインを軽快なフットワークで駆け抜ける高いコーナリング性能を

のない滑らかな加速を実現しました。

発揮します。

®

＊ 自社調べ

スポーティで正確なハンドリング性能に貢献

ダンパーの減衰力を切り替えて走りを選べる

■ Sport Select シャシー付スポーツパフォーマンスキット

■電子制御式ディファレンシャルロック XDS

ショックアブソーバーのダンピング特性を
「スポーツ」
「ノーマル」
の2段階に切り替えることが

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

できます。
ドライビングプロファイル機能により選択します。

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。

※オプション設定

Photo ボディカラー：ピュアホワイト
（0Q） ※写真は欧州仕様車です。日本仕様車とは異なります。
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EQUIPMENT

01 カメラで先を検知しLEDを最適制御
■ LED マトリックスヘッドライト IQ. LIGHT
フロントカメラで対向車や先行車を検知し、
マトリックスモジュールに搭載されたLED
を個別に点灯・消灯の制御をすることで幻惑を最小限に、視覚（照射エリア）
は最
大限に確保します。

02 GTI の刻印と専用色の赤が映える
■GTI 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
03 GTI 伝統の赤いタータンチェックの仕立てに

06

スポーティなスタイルと優れたホールド性を実現

■GTI 専用トップスポーツシート（運転席 / 助手席）

04 レーシーで洗練された印象のクローム仕上げ
■クロームデュアルエキゾーストパイプ

02

01

05 赤いブレーキキャリパーが足元をレーシーに演出
■18 インチアルミホイール＊&レッドブレーキキャリパー

03

＊ オプション設定

06 リヤスタイルにもスポーティな個性を演出
■LED テールランプ
（ダイナミックターンインジケーター付）

GTI の個 性が 際 立 つ 装備 の 数 々 が、

07

スポーツマインドを刺 激 する。

07 左右フェンダーに施された GTI の証
■GTI エンブレム
08 乗り込むたびに感じるこだわりのディテール
■GTI 専用ドアシルプレート

ホットハッチの DNAとGTI の伝統を継承した専用装備やディテールの数々。

09 スポーツマインドを加速するソリッドな操作感
■GTI 専用シフトノブ

スポーティなハニカム形状のフロントグリルや
フロント/リヤバンパーなどの専用エクステリア。

GTI グレードにのみ許された赤のステッチがちりばめられたインテリアや
タータンチェックのトップスポーツシートなど。
すみずみまでスポーツドライビングへのこだわりを雄弁に物語ります。
04

05

08

09
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TECHNOLOGY
01

02

進化したデジタルコックピットが 、
ドライビングの悦びを呼び覚ます。
ドライビングに集中し心ゆくまで楽しむために。新型ポロ GTI のコックピットは
ヒトとクルマのインターフェイスに最新のデジタル・テクノロジーを積極的に導入。
05

05

05

スポーティな走りを満喫するとともに、快適で使いやすい運転環境を実現しています。
01 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

センターコンソール奥のスペースに置くだけで、
スマートフォンの充電が可能。

9.2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
マップの同時表示を実現しました。
※オプション設定

02 GTI 専用のグラフィックデザインが施され、
スポーティなコックピットを演出

■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＊、
アシストシステムなど、好みに応じて表示を切り替え

※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。

05 運転中に指先だけで直感的に操作
■タッチスライダーコントロール／
タッチコントロール
ライト機能やアシストシステムなどのスイッチ操作は指先で触れるだけ。
オー
ディオの音量や空調の温度設定も指先で直感的にタッチ式スライダーで操作
できます。
※一部ハードスイッチあり。

スマートフォンのアプリ機能と連携して車で使いこなす

可能。従来より幅広い情報を様々なレイアウトで表示させることができます。

■コネクティビティ機能 App-Connect

＊ ナビゲーション装着車の場合。

スマートフォンと車が通信し、
車載器の画面上で対応アプリの閲覧や音声操作

03 スマートフォンやデジタル機器、

03

04 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

さまざまなアクセサリーと接続可能

■ USB ポート（Type-C）

が可能に。
※ App-Connect は、Apple CarPlayTM

、Android AutoTM

＊1

、MirrorLinkTM

＊2

に対応します。

＊3

＊1 Apple CarPlayTMは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。＊2 Android
Auto TMは、Google Inc.の商標または登録商標です。＊3 MirrorLinkTM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。

04
Photo ボディカラー：ピュアホワイト
（0Q） ※モニター画面はイメージです。 ※写真は欧州仕様車です。日本仕様車とは異なります。
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SAFETY

Volkswagen All in safety

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

「安全性 は すべ て に 優 先 する。」

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
ブレーキ、
ハンドル操作をアシスト。
Assist の複合機能です。時速約210kmまでの速度域で、アクセル、
あらかじめ設定した車速内において前走車との車間及び走行レーンの維持をサポートします。
ステアリング

この思い は 変 わらない 。

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

総合安全理念 Volkswagen オールイン・セーフティのもと、

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

最新の運転支援 & 安全技術を搭載した新型ポロ GTI。

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

妥協のない取り組みで、常に安心・快適なドライブを支えます。

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。

新型ポロ GTI の安全装備はこれだけではありません。詳細については

※作動速度約10km/h以上

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。

03 パーキングも車庫入れも簡単安全に
■駐車支援システム Park Assist

フォルクスワーゲン公式サイト

02

Photo ボディカラー：ピュアホワイト
（0Q） ※写真は欧州仕様車です。日本仕様車とは異なります。

新型ポロ GTI 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!

01

縦列駐車・車庫入れの駐車時に、駐車可能スペースの検出とステアリング操作を自動で行い、駐車を
サポートするシステムです。
さらに、縦列駐車からの発進の際も、車両が自動でステアリング操作を行い、
発進をサポートします。
ドライバーは、
システムのガイドに従い、
アクセル、
ブレーキ、
シフト操作を行います。

フォルクスワーゲン公式YouTube

駐車時の障害物を検知して警告音でお知らせ

■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）

動画は自動再生されますが、見たい動画を画面下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新型ポロ GTIとは異なりますが機能は同様です。

駐車時の障害物を検知して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
レーダーセンサー & 警告音で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）

03

※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。

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。
※写真は欧州仕様車です。日本仕様車とは異なります。
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COLOR COMBINATIONS & OPTIONS

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

Body Colors
Pure White

ピュアホワイト
（0Q）

安心感 と お支払いの手軽さ を両立した

主要標準装備
Kings Red Metallic

■同一車線内全車速運転支援システム Travel Assist

＊

キングズレッドメタリック
（P8）

フォルクスワーゲンならでは の

■レーンキープアシストシステム Lane Assist
■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）

お支払い プランをご 用意しています。

■レーンチェンジアシストシステム Side Assist Plus
■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）
■駐車支援システム Park Assist
Smokey Grey Metallic

スモーキーグレーメタリック
（5W）

■リヤビューカメラ Rear Assist
■LED マトリックスヘッドライト IQ. LIGHT

Deep Black Pearl Effect

ディープブラックパールエフェクト
（2T）

■スマートフォンワイヤレスチャージング＊1

■デジタルメータークラスター Digital Cockpit Pro
■LED テールランプ（ダイナミックターンインジケーター付）

■ GTI 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
■ GTI 専用ファブリックシート／ドアシルプレート／シフトノブ

Dashpad Colors
レッド

■アルミ調ペダルクラスター（アクセル /ブレーキ）

Wheels
17インチアルミホイール

18インチアルミホイール
（オプション）

■電子制御式ディファレンシャルロック XDS

■ 215/45 R17タイヤ／ 7.5Jx17 アルミホイール

■ Discover Pro パッケージ

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、
通信モジュール内蔵、
MP3/WMA 再生、
AM/FM、
ワイドFM対応、
Bluetooth
＊2

月々のお支払いを大幅に軽減。

オーディオ/ハンズ

®＊3

ソリューションズ プラス
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（買取保証付）
として設定し、

残りの金額を分割で

※

月々のお支払い

あらかじめ車両本体価格の一部を

お支払いいただきます。

オプション装備

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。

5年後のお車

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。

ソリューションズ

■ GTI 専用スポーツサスペンション
■レッドブレーキキャリパー

＊
（P8）
専用
グレー／ボディカラー：キングズレッドメタリック

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。

据置価格設定型ローン
「ソリューションズ」
でお買い上げ

最終回

■GTI 専用エクステリア

車両の買取保証付きだから安心です。

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。

［ 購入時 ］

月々の
お支払い

［ 3年後 ］

据置価格を除いた金額を購入時に
毎月のお支払い

据置価格

お支払いいただきます。

購入時のお支払い

3年後のお支払い

購入時のお支払い

3年後のお支払い

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。

フリーフォン、
ジェスチャーコントロール、
コネクティビティ機能 App-Connect ）

Dashpad
Colors

Body Colors
ピュアホワイト
（0Q）

レッド
グレー
＊ 有償オプションカラー

キングズレッド スモーキーグレー ディープブラック
＊
メタリック（P8） メタリック（5W） パールエフェクト（2T）

■ Sport Select パッケージ

Sport Select シャシー付スポーツパフォーマンスキット、215/40 R18タイヤ／7.5Jx18アルミホイール

※ Discover Pro パッケージの単体装着はできません。Sport Select パッケージとのセットオプションとなります。
＊1 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。 ＊2 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。 ＊3 Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,Inc.の商標
®
接続できない場合や、
操作方法・表示・動作が異なる
または登録商標です。Bluetooth は携帯電話の仕様や設定により、
場合があります。

※ボディカラーおよびインテリアカラーは、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。 ※モニター画面はイメージです。 ※写真は欧州仕様車です。日本仕様車とは異なります。

フォルクスワーゲン自動車保険プラス
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。

フォルクスワーゲン
自動車保険プラスの
紹介はこちら。

※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。
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The new Polo GTI
Volkswagen Japan
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

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。

見積りシミュレーション

試乗車 / 展示車検索

Issue : November,2022 VW0432-GP2111
Photo ボディカラー：ピュアホワイト
（0Q）
※写真は欧州仕様車です。日本仕様車とは異なります。

