The new T-Roc

The new T-Roc

Concept

さらに刺激的な毎日へ。ダイナミックなデザインと
躍動的な走りで進化したクーペスタイル SUV。

人生を、
もっとロックに。

世の中に流されず、自分だけの信念を持ち、大胆に生きる大人へ。
ダイナミックなデザインと最新の装備で生まれ変わった、T-Roc の登場です。
多彩なカラーと流麗なクーペスタイルによる、街で目を惹く鮮やかなデザイン。
質感が大幅にアップしたインテリアが演出する、洗練された車内空間。
そして、ロングドライブで実感できる躍動的な加速力と高速安定性。
一度乗り込めば、さらに刺激的な毎日へ。
新しくなった T-Rocと共に、人生をもっとロックに楽しもう。
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あなたらしさを表 現 する、多 彩なカラーと流 麗なスタイル 。

Exterior

あなたらしさを表現する、
多彩なカラーと流麗なスタイル。
あらゆるシーンで際立ち、視線を奪うT-Roc のデザイン。
クーペを思わせる流麗なシルエットと、2トーンのスタイルも
選べる多彩なカラーバリエーション。そして、
フロント&リヤ
の先進的なライトやスポーティなバンパーをはじめ、印象的
なディテールを全身に散りばめています。あなたの個性を
映し出し、ライフスタイルを鮮やかに彩る存在です。

T-Roc のエクステリアを動画でチェック!

フォルクスワーゲン公式YouTube

※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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走るほどにノッてくる、躍 動 感と一 体 感 。

Performance

01 スポーティで気持ちのいい走りと優れた燃費効率を両立する
4気筒直噴ターボガソリンエンジン
■ 1.5ℓ TSI® Evoエンジン
TSI Active、TSI Styleに搭載
写真は機構説明用につき
実際のものとは一部異なります。

01

02 低回転からの力強いトルクと優れた経済性で、ロングドライブ
も快適に楽しめるクリーンディーゼル

■ 2.0ℓ TDI®エンジン
TDI Style、TDI R-Lineに搭載

03 切れ目のない滑らかな加速、瞬時の変速、燃費向上にも貢献
■ 7 速 DSG®トランスミッション
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、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

TDI R-Lineにオプション設定
写真は機構説明用につき
実際のものとは一部異なります。

02

走るほどにノッてくる、
躍動感と一体感。
見た目の期待を裏切らない、
ダイナミックで爽快なパフォー
マンス。
T-Rocは力強い1.5ℓ TSI®エンジンと、ロングドライブ
も得意なクリーンディーゼルの2.0ℓ TDI®エンジンをライン
アップ。7 速 DSG®などのテクノロジーと相まって、気持ちの
いい加速やクルマとひとつになる高速安定性を楽しめます。

03

※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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「 安 全 性はす べてに優 先 する。」この思いは変わらない 。

Safety

Volkswagen All in safety
「安全性はすべてに優先する。」
この思いは変わらない。
総合安全理念 Volkswagenオールイン・セーフティのもと、

T-Roc 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。

T-Roc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

最新の運転支援 & 安全技術を搭載した T-Roc。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。

01 渋滞から高速走行までアクセル、ブレーキ、

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T-Rocとは異なりますが機能は同様です。

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 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 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15km/h以上

03 前方の車や歩行者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

パーキングも車庫入れも簡単安全に

■駐車支援システム

02

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。

Park Assist

ドライバ一に万が一の事態が発生しても安全に停止

■緊急時停車支援システム

Emergency Assist

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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上 質に仕 立てた空 間に、最 新のデジタルテクノロジー。

Technology

上質に仕立てた空間に、
最新のデジタルテクノロジー。
上質な素材と造りこみにこだわり、
クオリティを高めたインテ
リアには、最新のデジタルテクノロジーを搭載しました。直感

01

※画像はイメージです。実際とは異なります。

的でカンタンに、多彩な機能の操作が可能。人にやさしく進化
したデジタルが、車内での時間をもっと楽しく快適にします。

02
01 好みに応じて表示を切り替え可能
■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。
＊ ナビゲーション装着車の場合。

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
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。Discover Media
では対応していなかった、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。
TSI Active、TSI/TDI Style、TDI R-Lineにオプション設定

03 空調の温度設定も指先だけで直感的に操作可能
■タッチコントロール式エアコンディショナーパネル

03

04

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
※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。

スマートフォンと車で通信し対応アプリを閲覧・操作可能

■コネクティビティ機能 App-Connect
※ App-Connect は、Apple CarPlayTM ＊1、Android AutoTM ＊2、MirrorLinkTM ＊3に対応します。
＊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 AutoTMは、
Google Inc.の商標または登録商標です。
TM
＊3 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。

※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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もっと自由に、自分らしく、毎日の楽しみが広がる。

もっと自由に、自分らしく、
毎日の楽しみが広がる。

Utility

01

T-Roc の魅力は、際立つデザインやパフォーマンスだけで
はありません。使い勝手が抜群の広く機能的なスペースを、
流麗なフォルムの内に隠し持っています。好きな荷物を積み
こんで、自分らしい自由な毎日を満喫してください。

01 想像以上に広く、使い勝手に優れたスペース
■ラゲージルーム／分割可倒式シート
通常 445ℓ＊、最大 1,290ℓ＊の容量で、様々な荷物に対応するラゲージ

ルーム。後席は 60:40 の割合で別々に倒せるので、自在のアレンジが

ラゲージスペース

＊

445（1,290）ℓ

＊：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。

可能です。

02

02 荷物で両手がふさがっていても開閉が可能
■パワーテールゲート
（挟み込み防止機能、Easy Open & Easy Close 機能付）
キーを持った状態でリヤバンパー下方において足で所定の動作をすると、
センサーが反応してテールゲートを自動で開閉することができます。
TSI/TDI Style、TDI R-Lineに標準装備

03 車内全体に広がる、光と風の心地よい開放感
■電動パノラマスライディングルーフ
TSI/TDI Style、TDI R-Lineにオプション設定

ドアロックの作動・解除やエンジンの始動・停止をキーレス操作

■スマートエントリー&スタートシステム

Keyless Access

※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。

03

※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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あなたの瞳も輝かせる、T-Roc の先 進 装 備 。

Equipment

あなたの瞳も輝か せる、
T-Roc の先進装備。
高度な機能性とデザイン性を両立した、先進の IQ. LIGHT
とダイナミックターンインジケーター付のLEDテールランプ。
そして、SUVならではの実用性や快適性などを高める装備
も充実。隅々まで目を向けると、T-Roc がもたらす満足感や
毎日の楽しさをよりイメージしていただけるはずです。

01

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。最適な配光を可能とした
最新のヘッドライトシステムです。
TSI/TDI Style、TDI R-Lineに標準装備

02

02 流れるように点滅する光で際立ち、追突の危険性を軽減
■LEDテールランプ
（ダイナミックターンインジケーター付）
ウインカーの光が流れるように点滅するダイナミックターンインジケーター
を装備。特徴的な発光パターンによって後続車からの視認性がさらに
高まり、万一の追突の危険性を軽減します。
TSI/TDI Style、TDI R-Lineに標準装備

03 エクステリアと調和し、アウトドアツールの積載に活躍
■シルバールーフレール
TSI/TDI Style、TDI R-Lineに標準装備

03, 04

04 陽射しを抑えるとともに、車内のプライバシーを確保
■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）

※写真は欧州仕様車です。日本仕様車とは異なります。

13 | 14

TDI R-Line

TDI R-Line

ダイナミックなフロントバンパーと18 インチホイール、
ファブリック&マイクロフリースシートやステアリングホイールなど

Lineup

主要標準装備

多くの専用装備により、スポーティな個性を強調。精悍なスタイルで走りを堪能できる、スポーツマインドあふれるモデルです。

■同一車線内全車速運転支援システム

Travel Assist
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）
■緊急時停車支援システム Emergency Assist
■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
■レーンキープアシストシステム

（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
18 インチアルミホイール

Park Assist
IQ. LIGHT

■LEDマトリックスヘッドライト
■パワーテールゲート

（挟み込み防止機能、 Easy Open & Easy Close 機能付）
■プログレッシブステアリング
■ドライビングプロファイル機能
■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

■R-Line専用エクステリア
■R-Line専用ファブリック&マイクロフリースシート
■シートヒーター（運転席/助手席）

■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
オプション装着車

19 インチアルミホイール

（オプション）

■アルミ調ペダルクラスター（アクセル/ブレーキ）

■215/50 R18タイヤ／7Jx18アルミホイール

オプション装備
■ 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
ワイドFM対応、Bluetooth®＊3オーディオ/ハンズフリー
モジュール内蔵、MP3/WMA＊2再生、AM/FM、
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 ）

■レザーシートパッケージ※1

R-Line専用ナパレザーシート／トップスポーツシート
（運転席/助手席）／パワーシート
（運転席〈前後/
高さ/角度/リクライニング〉、
メモリー付）／パワーランバーサポート
（運転席）

■ DCC パッケージ※2

アダプティブシャシーコントロール DCC ／225/40 R19タイヤ／8Jx19アルミホイール

■電動パノラマスライディングルーフ※3

電動パノラマスライディングルーフ
（サンシェード、
UVカット機能付）

シート：フリントグレー（ OC ）

＊
シート：チタンブラック/レザー（ EM ）

＊ 有償オプション

※1 レザーシートパッケージの単体装着はできません。Discover Pro パッケージ、DCC パッケージ
とのセットオプションとなります。
※2 DCC パッケージの単体装着はできません。 Discover Pro パッケージとのセットオプションと
なります。
レザー
※3 電動パノラマスライディングルーフの単体装着はできません。Discover Pro パッケージ、
シートパッケージ、DCC パッケージとのセットオプションとなります。
に対応したスマートフォンが対象になります。
＊1 ワイヤレス充電規格「Qi（チー）」
＊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。

※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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TSI/TDI Style

TSI/TDI Style

先進の安全装備、質感の高いマイクロフリースシート、17 インチホイールなど充実した装備を誇る、スタイリッシュで

Lineup

主要標準装備

洗練されたモデルです。力強い TSI® エンジンとクリーンディーゼルの TDI® エンジンから、好みに合わせてお選びいただけます。

■同一車線内全車速運転支援システム

Travel Assist
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）
■緊急時停車支援システム Emergency Assist
■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
■レーンキープアシストシステム

（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）
■ダイナミックライトアシスト
■駐車支援システム

Park Assist
Rear Assist
■LEDマトリックスヘッドライト IQ. LIGHT

■リヤビューカメラ

■パワーテールゲート

（挟み込み防止機能、 Easy Open & Easy Close 機能付）
■ドライビングプロファイル機能
■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）

■マイクロフリースシート

■スポーツコンフォートシート
（運転席/助手席）

オプション装着車

17インチアルミホイール

■215/55 R17タイヤ／7Jx17アルミホイール

オプション装備
■ 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
ワイドFM対応、Bluetooth®＊3オーディオ/ハンズフリー
モジュール内蔵、MP3/WMA＊2再生、AM/FM、
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 ）

■レザーシートパッケージ※1

レザーシート／パワーシート
（運転席
〈前後 / 高さ/角度 /リクライニング〉
、
メモリー付）
／パワーランバー
（フロント）
サポート
（運転席）
／シートヒーター
（運転席/助手席）／ヒーテッドウォッシャーノズル

■電動パノラマスライディングルーフ※2

電動パノラマスライディングルーフ
（サンシェード、UVカット機能付）
※1 レザーシートパッケージの単体装着はできません。Discover Pro パッケージとのセットオプション
となります。
レザー
※2 電動パノラマスライディングルーフの単体装着はできません。Discover Pro パッケージ、
シートパッケージとのセットオプションとなります。
に対応したスマートフォンが対象になります。
＊1 ワイヤレス充電規格「Qi（チー）」
＊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。

シート：チタンブラック/ アンスラサイト（ FX ）

＊
シート：プラチナムグレー/ ブラック/レザー（ LE ）

＊ 有償オプション

※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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TSI Active

TSI Active

Travel Assist や Park Assist などの先進安全装備、 Digital Cockpit Pro をはじめ快適な移動環境をサポートする

Lineup

主要標準装備

デジタルテクノロジーを標準装備。進化した T-Roc の優れた基本性能を存分に体感できる、身近なモデルです。

■同一車線内全車速運転支援システム

Travel Assist
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）
■緊急時停車支援システム Emergency Assist
■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
■レーンキープアシストシステム

（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

■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）

■LEDヘッドライト

■Volkswagen純正インフォテイメントシステム

Ready 2 Discover ＊1

（通信モジュール内蔵、MP3/WMA＊2再生、AM/FM、ワイドFM対応、

Bluetooth®＊3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、

コネクティビティ機能

App-Connect ）
Keyless Access ＊4

■スマートエントリー&スタートシステム

■スマートフォンワイヤレスチャージング＊5
■デジタルメータークラスター

Digital Cockpit Pro

■LEDテールランプ

■レザーマルチファンクションステアリングホイール
■215/60 R16タイヤ／6.5Jx16アルミホイール

オプション装備
■ Discover Pro パッケージ

シート：チタンブラック/ セラミック（FJ ）

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
ワイドFM対応、Bluetooth®＊3オーディオ/ハンズフリー
モジュール内蔵、MP3/WMA＊2再生、AM/FM、
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 ）
＊1 Ready 2 Discover はナビゲーション機能を提供しておりません。
＊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。
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
＊4 スマートエントリー&スタートシステムは、
に影響を及ぼす恐れがあります。
に対応したスマートフォンが対象になります。
＊5 ワイヤレス充電規格「Qi（チー）」

16 インチアルミホイール

※写真は欧州仕様車です。
日本仕様車とは異なります。

19 | 20

2トーンスタイルも選べる、8 色の多彩なボディカラー。

Color Combinations

Color Combinations

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES
安心感 と お支払いの手軽さ を両立した

Body Colors
Kings Red Metallic

Ascot Grey

Petroleum Blue Metallic

＊1
キングズレッドメタリック
（P8）

アスコットグレー
（6U）

ペトローリアムブルーメタリック
（Z3）

フォルクスワーゲンならでは の

Pure White

ピュアホワイト
（0Q）

お支払い プランをご 用意しています。

Deep Black Pearl Effect

Indium Grey Metallic

ディープブラックパールエフェクト
（2T）

Pyrite Silver Metallic

インジウムグレーメタリック
（X3）

Ravenna Blue Metallic

パイライトシルバーメタリック
（K2）

ラヴェンナブルーメタリック
（5Z）

車両の買取保証付きだから安心です。

Roof

Seats

Black Roof

White Roof

TSI Active

TSI Style / TDI Style

TSI Style / TDI Style

TDI R-Line

チタンブラック/
アンスラサイト
（FX）

プラチナムグレー/ブラック/
＊2
レザー
（LE）

フリントグレー
（OC）

TDI R-Line

チタンブラック/
＊2
レザー
（EM）

SEATS
TSI Active
TSI Style /
TDI Style

TDI R-Line

BODY
COLORS

Black Roof

キングズレッド
＊1
（P8）
メタリック

ペトローリアムブルー
（Z3）
メタリック

Black Roof

チタンブラック/セラミック
（FJ）

Black Roof

（0Q）
ピュアホワイト
Black Roof

ディープブラック
（2T）
パールエフェクト

インジウムグレー
メタリック
（X3）

パイライトシルバー
（K2）
メタリック

ラヴェンナブルー
（5Z）
メタリック

Black Roof

Black Roof

White Roof

月々のお支払いを大幅に軽減。

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

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

据置価格を除いた金額を購入時に

お支払いいただきます。
（6U）
アスコットグレー

月々のお支払い

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
チタンブラック/
セラミック
（FJ）

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。
最終回

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

毎月のお支払い

据置価格

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 ］

お支払いいただきます。

購入時のお支払い

月々の
お支払い
3年後のお支払い

［ 3 年後 ］

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。
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。
※ソリューションズ プラスは、

チタンブラック/アンスラサイト
（FX）
＊２
プラチナムグレー/ブラック/レザー
（LE）
フリントグレー
（OC）
＊２
チタンブラック/レザー
（EM）

＊1 有償オプションカラー ＊2 有償オプション ※ボディ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。

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。

※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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The new T-Roc
Volkswagen Japan

FSC®認証材および管理原材料から作られたFSC®認証紙や、

Issue：July, 2022 VW0252-AP2071

※写真は欧州仕様車です。日本仕様車とは異なります。

環境にやさしい植物油インキを使用しております。

