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13 年ぶりに“GTI”ブランドが 3 モデルに！

フォルクスワーゲン、ホットハッチ“GTI”シリーズ 3 モデル登場
新型「Polo GTI」、限定車「up! GTI」、特別仕様車「Golf GTI Dynamic」
フォルクスワーゲン グループ ジャパン 株式会社（代表取締役社長：ティル シェア、本社：愛知県
豊橋市、略称：VGJ）は、フォルクスワーゲンのホットハッチ“GTI”シリーズを拡充し、限定車「up! GTI
（アップ ジーティーアイ）」及び特別仕様車「Golf GTI Dynamic（ゴルフ ジーティーアイ ダイナミック）」
を本日から、新型「Polo GTI（ポロ ジーティーアイ）」を 7 月 3 日（火）から全国のフォルクスワーゲン
正規ディーラーにて、販売開始いたします。
1976 年に初代 Golf GTI が欧州で登場して以来、フォルクスワーゲンのスポーツドライビングを最新の
技術で革新し続けてきた”GTI”シリーズ。日本では、約 13 年ぶりに“GTI”シリーズの新商品 3 モデル
が揃います。


新型「Polo GTI」、限定車「up! GTI」、特別仕様車「Golf GTI Dynamic」の価格は以下の通りで
す。

up! GTI
Polo GTI

モデル名
アップ ジーティーアイ
ポロ ジーティーアイ

パワートレイン
1.0TSI + 6MT
（2 ドアのみ）
2.0TSI + 6DSG

全国希望小売価格（税込）
2,199,000 円 （ 600 台限定）
3,448,000 円

ゴルフ ジーティーアイ
4,459,000 円
2.0TSI + 6DSG
ダイナミック
4,359,000 円 （100 台限定）
2.0TSI + 6MT
GTI 特設サイト：https://sp.volkswagen.co.jp/gti/ （6/8 正午公開予定）
Golf GTI Dynamic

各モデルのハイライトは次頁以降をご覧ください。

新型「Polo GTI」 ※詳しくは別紙「Product Information Polo GTI」をご覧ください。
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フルモデルチェンジした新型「Polo」をベースに最新のエンジンとテクノロジーを搭載
 最高出力 147kW(200PS)、最大トルク 320Nm(32.6kgm)にパワーアップした最新の 2.0L TSI エ
ンジン
 電子制御式 XDS ディファレンシャルロック、スポーツサスペンション、アクティブダンパーが選択で
きる“Sport Select”シャシー付スポーツパフォーマンスキット、ドライビングプロファイル機能を標準
装備し、自分好みのスポーティな走りを実現
 GTI を象徴するラジエーターグリルの赤いストライプやレッドブレーキキャリパーに加え、専用 17
インチアルミホイールやデュアルエキゾーストパイプ、リヤスポイラーを採用し、ダイナミックな走り
を視覚的に表現したスタイリング
 GTI 伝統のタータンチェックのファブリックシート柄に、レッドステッチの入ったマルチファンクション
ステアリングホイール、そしてベルベットレッドのダッシュパッドを採用し、赤と黒でカラーコーディ
ネートされたスタイリッシュなインテリア
 最新世代のデジタルメータークラスター“Active Info Display”と日本初導入の「スマートフォン
ワイヤレス チャージング」を採用 ※ワイヤレス充電規格『Qi』に対応したスマートフォンが対象
 ボディカラーは人気のピュアホワイト、フラッシュレッド、ディープブラックパールエフェクトに新色で
専用色のライムストーングレーメタリックを加えた 4 色展開
諸元表
寸
法
/
重
量

全長X全幅X全高

4,075 x 1,750 x 1,440 mm

ホイールベース

2,550mm

車両重量

1,290kg

乗車定員
性
能

エ
ン
ジ
ン

Polo GTI

5

最小回転半径

5.1m

燃料消費率（JC08モード）

16.1km/ℓ

種類

直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ（4バルブ）

総排気量

1,984cc

圧縮比

11.6

最高出力

147kW(200PS)/4,400rpm~6,000rpm

最大トルク

320Nm(32.6kgm)/1,500rpm~4,350rpm

燃料タンク容量

40ℓ

トランスミッション

6速DSG

フロントサスペンション

マクファーソンストラット（スタビライザー付）

リヤサスペンション

トレーリングアーム

フロントブレーキ

ベンチレーテッドディスク

リヤブレーキ

ディスク

使用タイヤサイズ

215/45 R17

価格

¥3,448,000

◆主な装備 ※新型「Polo」をベースに以下の主な専用アイテムを標準装備








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）
デイタイムランニングライト
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）
プロアクティブ・オキュパント・プロテクション／アクティブボンネット
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）
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）
Volkswagen 純正インフォテイメントシステム“Composition Media”
（CD プレーヤー、MP3/WMA 再生、AM/FM、ワイド FM 対応、Bluetooth オーディオ/ハンズフリーフォン）





スマートエントリー&スタートシステム“Keyless Access”／パドルシフト
ドライビングプロファイル機能
GTI 専用エクステリア

3/6

（ハニカムフロントグリル、フロント＆リヤバンパー、リヤスポイラー、サイドスカート＜ブラック＞）











クロームデュアルエキゾーストパイプ
GTI 専用ファブリックシート
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 専用レザーシフトノブ／GTI 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）
電子制御式ディファレンシャルロック“XDS”
GTI 専用スポーツサスペンション／“Sport Select”シャシー付スポーツパフォーマンスキット
レッドブレーキキャリパー
215/45R17 タイヤ／7.5Jx17 アルミホイール（5 スポーク）
全国希望小売価格（税込）：¥ 3,448,000

◆オプション装備
テクノロジーパッケージ
デジタルメータークラスター“Active Info Display”
スマートフォン ワイヤレスチャージング

・・・¥ 70,200

セーフティパッケージ
・・・¥ 97,200
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）
オプティカルパーキングシステム
ブラインドスポットディテクション（後方死角検知機能）
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）
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

・・・¥ 226,800

（SSD ナビゲーションシステム、VICS ワイド対応、DVD/CD プレーヤー、MP3/WMA 再生、AM/FM、ワイド FM 対応、
地デジ受信、Bluetooth オーディオ/ハンズフリーフォン、Volkswagen Media Control アプリケーション対応）

-

ETC2.0 対応車載器
モバイルオンラインサービス“Volkswagen Car-Net”
（コネクティビティ機能“App-Connect、テレマティクス機能”Guide & Inform“）

※テクノロジーパッケージは Discover Pro パッケージとのセットオプション
※セーフティパッケージは Discover Pro パッケージとテクノロジーパッケージとのセットオプション

限定車「up! GTI」 ※詳しくは別紙「Product Information up! GTI」をご覧ください。
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「up!」に GTI モデルが初登場
 1.0L TSI エンジン、6 速マニュアルトランスミッション採用。最高出力 85kW(116PS)、最大トルク
200Nm(20.4kgm)を発生し、初代 Golf GTI に彷彿とさせるホットハッチ
 ラジエーターグリルの赤いストライプやタータンチェックのシート柄など GTI 伝統のエクステリアや
インテリアを踏襲
 ダイナミックな走りを連想させる専用 17 インチアルミホイールやスポーツサスペンション、レッドの
ブレーキキャリパーを採用
 シートヒーターやパークディスタンスコントロール、アンビエントライトに加え、お手持ちのスマート
フォンを活用できるインフォテイメントパッケージも標準装備し、快適性を向上
 ボディカラーは、ピュアホワイト、トルネードレッド、ディープブラックパールエフェクトの 3 色展開
（限定 600 台）
諸元表
寸
法
/
重
量

全長X全幅X全高

3,625 x 1,650 x 1,485 mm

ホイールベース

2,420mm

車両重量

1,000kg

乗車定員
性
能

エ
ン
ジ
ン

up! GTI

4

最小回転半径

4.6m

燃料消費率（JC08モード）

21.0km/ℓ

種類

直列3気筒DOHCインタークーラー付ターボ（4バルブ）

総排気量

999cc

圧縮比

10.5

最高出力

85kW(116PS)/5,000rpm~5,500rpm

最大トルク

200Nm(20.4kgm)/2,000rpm~3,500rpm

燃料タンク容量

35ℓ

トランスミッション

6速MT

フロントサスペンション

マクファーソンストラット（スタビライザー付）

リヤサスペンション

トレーリングアーム

フロントブレーキ

ベンチレーテッドディスク

リヤブレーキ

ドラム

使用タイヤサイズ

195/40 R17

価格

¥2,199,000

◆主な装備 ※新型 high up! をベースに以下の主な専用アイテムを標準装備







オプティカルパーキングシステム
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）
フルオートエアコンディショナー
アレルゲン除去機能付フレッシュエアフィルター（花粉／ダスト除去外気導入フィルター）
Volkswagen 純正インフォテイメントシステム“Composition Phone”／スマートフォンホルダー
iPod/iPhone/USB デバイス接続装置
GTI 専用エクステリア
（ハニカムフロントグリル、フロント＆リヤバンパー、ブラックドアミラー、デコレーションフィルム、リヤスポイラー、サイドスカート）







クロームエキゾーストパイプ
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 専用レザーシフトノブ／GTI 専用ドアシル
プレート
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
195/40R17 タイヤ／6.5Jx17 アルミホイール（6 スポーク）
全国希望小売価格（税込）：¥ 2,199,000

特別仕様車「Golf GTI Dynamic」
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先進装備や技術を充実させ、動力的にも視覚的にも GTI の Dynamic さを実現したモデル
 Volkswagen 純正インフォテイメントシステム“Discover Pro”やデジタルメータークラスター
“Active Info Display”などの最新のテクノロジーを標準化
 ハイビーム使用時の対向車への眩惑を防ぐ“ダイナミックライトアシスト”やステアリング操作に連
動してヘッドライトの照射エリアを調整する“ダイナミックコーナリングライト”、さらには LED テール
ランプ（ダイナミックターンインジケーター付）などの装備を標準化し、安全・快適性を向上
 アダプティブシャシーコントロール“DCC”や GTI を象徴するレッドストライプをあしらったダーク
カラーのアルミホイールを装着し、GTI らしさを動力的にも視覚的にも実現
 ボディカラーはピュアホワイト、インジウムグレーメタリック、ディープブラックパールエフェクト
（DSG 専用色）の 3 色展開
 6 速マニュアルトランスミッション（MT）のみ限定 100 台（ピュアホワイト 50 台、インジウムグレーメタリック 50 台）
※Golf GTI マニュアルトランスミッションモデルは本モデルが最終仕様となります。日本全国のお客様に公
平な販売機会を提供するために、MT モデルの購入希望申込みを下記専用 URL より受付を開始します。
専用 URL: https://www.volkswagen.co.jp/ja/kiyaku/20180608.html
諸元表
寸
法
/
重
量

エ
ン
ジ
ン

Golf GTI Dynamic

全長X全幅X全高

4,275 x 1,800 x 1,470 mm

ホイールベース

2,635mm

車両重量

1,380kg (MT:1,350kg)

乗車定員
性
能

(6/8 正午より公開予定)

5

最小回転半径

5.2m

燃料消費率（JC08モード）

14.6km/ℓ

種類

直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ（4バルブ）

総排気量

1,984cc

圧縮比

9.6

最高出力

169kW(230PS)/4,700rpm~6,200rpm

最大トルク

350Nm(35.7kgm)/1,500rpm~4,600rpm

燃料タンク容量

50ℓ

トランスミッション

6速DSG／6速MT

フロントサスペンション

マクファーソンストラット（スタビライザー付）

リヤサスペンション

4リンク（スタイビライザー付）

フロントブレーキ

ベンチレーテッドディスク

リヤブレーキ

ディスク

使用タイヤサイズ

225/40 R18

価格

¥4,459,000 (MT:¥4,359,000)

◆主な特別装備 ※新型 Golf GTI をベースに以下の主な専用アイテムを標準装備
 デジタルメータークラスター“Active Info Display”
 Volkswagen純正ナビゲーションシステム“Discover Pro”
 モバイルオンラインサービス“Volkswagen Car-Net”
（コネクティビティ機能“App-Connect”、テレマティクス機能“Guide & Inform”）
 ダイナミックライトアシスト／ダイナミックコーナリングライト
 ダークテールランプ／LEDテールランプ（ダイナミックターンインジケーター付）
 アダプティブシャシーコントロール“DCC”
 225/40R18タイヤ／7.5Jx18アルミホイール（5ダブルスポーク）
 全国希望小売価格（税込）：DSG モデル¥ 4,459,000
MT モデル¥ 4,359,000

◆オプション装備
レザーシートパッケージ（DSG のみ）
・・・¥ 270,000
レザーシート
電動格納式リモコンドアミラー（ヒーター、メモリ、リバース連動機能＜助手席＞付）
パワーシート（運転席＜前後／高さ／角度／リクライニング＞、メモリ付）
パワーシートランバーサポート（運転席）／シートヒーター（運転席／助手席）
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