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“GTI”シリーズ勢揃い、再び！

フォルクスワーゲン、ホットハッチ“GTI”シリーズ 登場
特別仕様車「up! GTI」「Golf GTI Performance」
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、特別仕様車
「up! GTI（アップ ジーティーアイ）」、特別仕様車「Golf GTI Performance（ゴルフ ジーティーアイ
パフォーマンス）」を本日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、スポーツ性能に加えて、日常での使い勝手を両立
させてきた”GTI”シリーズは、「Polo GTI」「up! GTI」とラインアップを広げてきました。今年も昨年に
続き、“GTI”シリーズ 3 モデルが揃います。
昨年導入した限定車「up! GTI」は、マニュアルトランスミッション専用車として、コンパクトな
ボディサイズにスポーツチューンされた機敏な足回りなどが高く評価され、600 台の限定車が
またたく間に完売となってしまいました。今回導入する特別仕様車「up! GTI」は、昨年の装備に加え、
新たにリヤビューカメラやプレミアムサウンドシステム“beats sound system”を採用し、安全性と
快適性を向上させました。また、エクステリアカラーにも新たに“タングステンシルバーメタリック”を
採用しています。
また、「Golf GTI Performance」は、2017 年 10 月に 500 台限定で発売し、スポーツチューンされた
足回りやよりハイパフォーマンスなエンジンが人気を集め、完売となったモデル。今回再登場する
特別仕様車「Golf GTI Performance」も、前回好評だった足回りやエンジンはそのままに、前回とは
異なるデザインの専用 19 インチアルミホイールを装着し、視覚的に特別な GTI を感じられる
仕様となっています。

特別仕様車「up! GTI」

特別仕様車「Golf GTI Performance」

特別仕様車「up! GTI」、特別仕様車「Golf GTI Performance」の主な概要は次頁の通りです。

特別仕様車「up! GTI」
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 (NEW) リヤビューカメラを採用し、安全性をさらに向上
 (NEW) 力強い低音から澄み渡る高音まで楽しめるプレミアムサウンドシステム“beats sound
system”を採用し、快適性を向上
 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 を彷彿とさせる 2 ドアホットハッチ
 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
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
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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

全国希望小売価格（税込）

¥2,299,000

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









(NEW)リヤビューカメラ
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
(NEW)プレミアムサウンドシステム“beats sound system”
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）
＜ボディカラー＞：(NEW)タングステンシルバーメタリック、ピュアホワイト

特別仕様車「Golf GTI Performance」
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 (NEW)エクステリアに前回導入した限定車とは異なるデザインの専用 19 インチアルミホイールを
装着し、視覚的に特別な GTI であることを表現
 専用チューニングによってベースモデルよりも 15PS アップした 2.0TSI エンジンを採用（245PS）
 ベースモデルで採用されている 6 速 DSG にかわり 7 速 DSG を採用し、電子制御油圧式フロント
ディファレンシャルロック、大径ブレーキディスクなども採用することで、「走る・曲がる・止まる」全て
に磨きをかけた本格スポーツモデル
 Volkswagen 純正インフォテイメントシステム“Discover Pro”やアダプティブシャシーコントロール
“DCC”、デジタルメータークラスター“Active Info Display”を含むテクノロジーパッケージを
標準装備とし、機能性・快適性も向上
 特別専用色のボディカラー“ダークアイアンブルーメタリック”、インテリアにスポーティな
ファブリック＆マイクロフリースの専用シートトリムを採用し、内外装共に特別な GTI を表現
諸元表
寸
法
/
重
量

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

1,430kg

乗車定員
性
能

エ
ン
ジ
ン

Golf GTI Performance

5

最小回転半径

5.2m

燃料消費率（JC08モード）

14.0km/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

180kW(245PS)/5,000rpm~6,700rpm

最大トルク

370Nm(37.7kgm)/1,600rpm~4,300rpm

燃料タンク容量

50ℓ

トランスミッション

7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

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

ベンチレーテッドディスク

使用タイヤサイズ

225/35 R19

価格

¥4,659,000

◆主な特別装備 ※Golf GTI をベースに以下の主な専用アイテムを標準装備
専用チューン2.0L TSIエンジン（最高出力245PS。ベースモデルより15PSアップ）
電子制御油圧式フロントディファレンシャルロック
大径ブレーキディスク
アダプティブシャシーコントロール“DCC”
専用ファブリック＆マイクロフリーストップスポーツシート
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”
 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）
 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”）
 (NEW)225/35R19タイヤ／7.5Jx19アルミホイール（5ダブルスポーク）
＜ボディカラー＞ダークアイアンブルーメタリック、ピュアホワイト、ディープブラックパールエフェクト







