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主力モデル共通の“特別限定車”第 2 弾、「ALLSTAR」シリーズを発売
Polo、Golf、Golf Variant、The Beetle の 4 モデルに設定
フォルクスワーゲン グループ ジャパン 株式会社（代表取締役：ティル シェア、本社：愛知県 豊橋市、
略称：VGJ）は、人気主力モデルの Polo（ポロ）、Golf（ゴルフ）、Golf Variant（ゴルフ ヴァリアント）、
The Beetle（ザ・ビートル）のそれぞれに、共通する装備を採用した特別限定車、「ALLSTAR（オール
スター）」シリーズを設定して、本日から全国のフォルクスワーゲン正規ディーラーで販売します。
今回導入する「ALLSTAR」シリーズの特徴は、その名のとおり、フォルクスワーゲンの人気 4 モデルを
ベースに、ボディカラーに専用のダーク系メタリックペイントを用いていることに加え、全車に同じデザイン
（20 スポーク）のアルミホイール、専用デザインのファブリックシート、「ALLSTAR」のロゴ入りエンブレムと
ドアシルプレートなどを装着。さらに純正ナビゲーションシステムを標準装備していることです。
「ALLSTAR」シリーズとして、ゆとりある大人の雰囲気とともに、フォルクスワーゲンらしいカジュアルさを
併せ持つ、欧州車らしい特別限定車に仕上がっています。その他の装備などについては、下記をご参照
ください。
今後も VGJ は、ブランドスローガンに掲げた「Think People.」の下、フォルクスワーゲンが提唱する総合
安全コンセプト“Volkswagen オールイン・セーフティ“によるトップレベルの安全性はもちろん、優れた
快適性、高い実燃費、卓越した走行性能など、お客様のクルマに対する様々なご要望に高い付加価値を
添えてお応えしてまいります。
【モデル概要と価格】
モデル
Polo ALLSTAR
Golf ALLSTAR
Golf Variant ALLSTAR
The Beetle ALLSTAR
【ボディ色と設定台数】
モデル
Polo ALLSTAR
Golf ALLSTAR
Golf Variant ALLSTAR
The Beetle ALLSTAR

排気量

トランスミッション

1.2L
（TSI）

7DSG

ドア枚数
4

ハンドル
R

2
ボディ色
ブルーベリーメタリック（ALLSTAR 専用）
ピュアホワイト
サンセットレッドメタリック
カーボンスチールグレーメタリック（ALLSTAR 専用）
ダークブロンズメタリック（ALLSTAR 専用）

価格（税込）
¥2,459,000
¥2,999,000
¥3,159,000
¥2,999,000
設定台数
350 台
260 台
260 台
合計：870 台
300 台
300 台
280 台
総合計：1,750 台
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【Polo ALLSTAR の特徴】
Polo ALLSTAR は、さらなる安全・機能装備などの充実を図って 5 月 17 日に発売した Polo TSI
Comfortline をベースに、下記の専用装備を標準装着することでお買い得感に加え、商品力を高めています。
◇ 専用装備品一覧
区分
エクステリア
インテリア
機能装備

特別装備品
LED ヘッドライト（オートハイトコントロール機能、LED ポジションランプ付）
185/60R 15 インチタイヤ＋6JX15 インチアルミホイール（20 スポーク）
専用ファブリックシート（シートカラー：チタンブラック）
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）
Volkswagen 純正ナビゲーションシステム“714SDCW”
フットウェルランプ（前席）

◇ その他の標準装備（抜粋）
安全装備
プリクラッシュブレーキシステム“Front Assist”（シティエマージェンシーブレーキ機能付）、6 エアバッグ、
ドライバー疲労検知システム“Fatigue Detection System”、ポストコリジョンブレーキシステム
機能装備
ブルーモーションテクノロジー（Start&Stop システム＋ブレーキエネルギー回生システム）、
リヤビューカメラ、レインセンサー、オートライトシステム、フォグランプ（フロント）、オートエアコン、
マルチファンクションステアリングホイール（オーディオコントロール付）

【Golf ALLSTAR の特徴】
Golf ALLSTAR は、さらなる安全・機能装備などの充実を図って 5 月 17 日に発売した Golf TSI
Comfortline をベースに、下記の専用装備を標準装着しながら、価格を 300 万円以下に抑えるなど、高い
付加価値を備えています。
◇ 専用装備品一覧
区分
エクステリア

インテリア

機能装備

特別装備品
バイキセノンヘッドライト（オートハイトコントロール機能付）
205/55R 16 インチタイヤ＋6.5JX16 インチアルミホイール（20 スポーク）
専用ファブリックシート（シートカラー：アンスラサイト）
専用ドアシルプレート
専用プラスティックデコラティブパネル
アルミ調ペダルクラスター（アクセル/ブレーキ）
Volkswagen 純正インフォティメントシステム“Discover Pro”
（SSD ナビゲーションシステム、FM‐VICS 内蔵、DVD/CD プレーヤー、MP3/WMA 再生、AM/FM、地デジ TV 受信、
Bluetooth® オーディオ/ハンズフリーフォン、MirrorLink™）

◇ その他の標準装備（抜粋）
安全装備
プリクラッシュブレーキシステム“Front Assist”（シティエマージェンシーブレーキ機能付）、
ドライバー疲労検知システム“Fatigue Detection System”、 ポストコリジョンブレーキシステム、
レーンキープアシストシステム”Lane Assist”、プロアクティブ・オキュパント・プロテクション、9 エアバッグ
機能装備
ブルーモーションテクノロジー（Start&Stop システム＋ブレーキエネルギー回生システム）、
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）、リヤビューカメラ“Rear Assist”、
レインセンサー、オートライトシステム、
2 ゾーンフルオートエアコンディショナー（運転席/助手席独立調整、自動内気循環機能付）、
レザー3 本スポークマルチファンクションステアリングホイール（オーディオコントロール付）、
ダークティンテッドガラス（リヤウインドー/リヤ左右、UV カット機能付）、
スマートエントリー＆スタートシステム”Keyless Access“など
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【Golf Variant ALLSTAR の特徴】
Golf Variant ALLSTAR は、さらなる安全・機能装備などの充実を図って 5 月 17 日に発売した Golf
Variant TSI Comfortline をベースに、下記の専用装備を標準装着しながら価格上昇を抑えるなど、
お買い得感と共に高い商品力を備えています。
◇ 専用装備品一覧
区分
エクステリア

インテリア

機能装備

特別装備品
バイキセノンヘッドライト（オートハイトコントロール機能付）
205/55R 16 インチタイヤ＋6.5JX16 インチアルミホイール（20 スポーク）
クロームルーフレール
専用ファブリックシート（シートカラー：アンスラサイト）
専用ドアシルプレート
専用プラスティックデコラティブパネル
アルミ調ペダルクラスター（アクセル/ブレーキ）
Volkswagen 純正インフォティメントシステム“Discover Pro”
（SSD ナビゲーションシステム、FM‐VICS 内蔵、DVD/CD プレーヤー、MP3/WMA 再生、AM/FM、地デジ TV 受信、
Bluetooth® オーディオ/ハンズフリーフォン、MirrorLink™）

◇ その他の標準装備（抜粋）
安全装備
プリクラッシュブレーキシステム“Front Assist”（シティエマージェンシーブレーキ機能付）、
ドライバー疲労検知システム“Fatigue Detection System”、 ポストコリジョンブレーキシステム、
レーンキープアシストシステム”Lane Assist”、プロアクティブ・オキュパント・プロテクション、9 エアバッグ
機能装備
ブルーモーションテクノロジー（Start&Stop システム＋ブレーキエネルギー回生システム）、
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）、リヤビューカメラ“Rear Assist”、
レインセンサー、オートライトシステム、
2 ゾーンフルオートエアコンディショナー（運転席/助手席独立調整、自動内気循環機能付）、
レザー3 本スポークマルチファンクションステアリングホイール（オーディオコントロール付）、
ダークティンテッドガラス（リヤウインドー/リヤ左右、UV カット機能付）、
スマートエントリー＆スタートシステム”Keyless Access“など

【The Beetle ALLSTAR の特徴】
The Beetle ALLSTAR は、装備の充実した主力モデル The Beetle Design をベースに、下記の専用装備
を標準装着することで、引き続き人気の高い魅力的なデザインに加え、優れた商品力を備えています。
◇ 専用装備品一覧
区分
エクステリア

インテリア
機能装備

特別装備品
バイキセノンヘッドライト（ハイトコントロール機能付）
215/55R 17 インチタイヤ＋7JX17 インチアルミホイール（20 スポーク）
専用ファブリックシート（シートカラー：チタンブラック）
専用ドアシルプレート
専用インストゥルメントパネル＜ブラック＞
アルミ調ペダルクラスター（アクセル/ブレーキ）
Volkswagen 純正ナビゲーションシステム“714SDCW”

◇ その他の標準装備（抜粋）
安全装備
ポストコリジョンブレーキシステム、フロントエアバッグ（運転席/助手席）、
頭部保護機能付サイドエアバッグ（運転席/助手席）、
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）
機能装備
オートライトシステム、レインセンサー、スマートエントリー&スタートシステム“Keyless Access”、
クルーズコントロール

