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商品名

フロアマット（テキスタイル）

ペダルカバーセット

マッドフラップ［フロント］〈eTSI Active/eTSI Style〉

マッドフラップ［フロント］〈eTSI R-Line〉

リヤバンパープレート（シルバー）

バイシクルホルダー

サーフボードホルダー

ルーフボックス（Urban loader）

ルーフボックス［M］

ルーフボックス［XL］

ラゲージトレー

リバーシブルラゲージマット

Rotary/ロータリー

Pretoria/プレトリア ブラック

Pretoria/プレトリア シルバー

Gavia/ガビア（6.5J-16）

チャイルドシート用シートカバー

ベースモジュール

フォールダブルテーブル

アルミダブルUSBチャージャー

品番

5H9 061 270 C  WGK

5G2 064 205

5H0 075 111

5H0 075 111 B

5H9 061 195

000 071 128 F 

000 071 120 HA  

000 071 200 AF 

000 071 200 AD

000 071 200 AE

5H9 061 161

5H9 061 210

5G0 071 498    16Z

5G0 071 498 A  AX1

5G0 071 498 A  88Z

5H0 071 496    8Z8

000 019 819 C

000 061 122

000 061 124

000 051 443 D

税込価格

¥36,300

¥19,800 

¥8,800 

¥8,800 

¥19,800 

¥22,000 

¥17,600 

¥105,600 

¥94,600 

¥110,000 

¥11,000 

¥19,800 

¥212,520 

¥177,320

¥177,320

¥133,320

¥6,600 

¥3,850

¥16,500

¥4,180

税込価格

¥39,050

¥23,100

¥9,460

¥9,460

¥22,220

¥23,540

¥19,800

¥113,300

¥110,000

¥132,000

¥11,880

¥21,230

¥221,320

¥221,320

¥221,320

¥142,120

¥7,150

¥4,180

¥17,710

¥4,950

（税抜き価格）

（¥33,000）

（¥18,000）

（¥8,000）

（¥8,000）

（¥18,000）

（¥20,000）

（¥16,000）

（¥96,000）

（¥86,000）

（¥100,000）

（¥10,000）

（¥18,000）

（¥193,200）〈1台分〉

（¥161,200）〈1台分〉

（¥161,200）〈1台分〉

（¥121,200）〈1台分〉

（¥6,000）

（¥3,500）

（¥15,000）

（¥3,800）

（税抜き価格）

（¥35,500）

（¥21,000）

（¥8,600）

（¥8,600）

（¥20,200）

（¥21,400）

（¥18,000）

（¥103,000）

（¥100,000）

（¥120,000）

（¥10,800）

（¥19,300）

（¥201,200）〈1台分〉

（¥201,200）〈1台分〉

（¥201,200）〈1台分〉

（¥129,200）〈1台分〉

（¥6,500）

（¥3,800）

（¥16,100）

（¥4,500）

Golf Variantアクセサリーカタログ掲載商品 価格改定について

「Accessories for Golf Variant（JAC5H9A01 FCS ’21.7月発行）」に掲載されております
一部の商品につきまして、下記のとおり価格を改定いたします。

なお、上記の内容は次回改訂時に当アクセサリーカタログの本文に反映いたします。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。
’22.1月発行



03 Floor Mat

05     Exterior & Protection

07    Transport

11 Luggage

13 Wheel

17 Drive Recorder

21 Child Safety

23 Utility

本カタログ掲載の商品情報は、車種/グレードにより適合不可または内容が異なる場合
がございます。詳しくはお近くの正規ディーラーへお問い合わせください。

The new Golf Variant

Life with Golf Variant
新世代スタイリングを身にまとったゴルフ ヴァリアント。
最新の先進装備はもちろん、コンパクトな使いやすさはそのままに
よりスタイリッシュなデザインに生まれ変わりました。
さあ、あなただけのゴルフ ヴァリアントに仕上げてみませんか。
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フロント

フロアマットの構成

リヤ

フロント

フロアマットの構成

リヤ

フロント

フロアマットの構成

リヤ

フロアマット プレミアムクリーン
ブラックのストライプ調をベースに、シルバー色のポイントをグラデー
ションにちりばめました。生地のフロントサイドに「GOLF」のアルミエン
ブレムを配した上質なフロアマットです。
■ 材質：［表地］BCFナイロン アレルキャッチャー仕様
　 （抗菌・消臭・防ダニ・抗ウィルス・抗アレル物質）、
　 ［裏地］合成ゴム エフェクティブスパイク付
■ 構成品：フロント左・右、リヤ左・右、リヤセンター/1セット

JCG BM5 RMH    PCL    ¥44,000 （¥40,000）

●安全のため、車種、年式に適合するマットをご使用ください。固定フックでマットを固定してください。他のマット類と重ねて使用しないでください。
※異なる種類のフロアマットは同時に装着できません。　※価格表示は、消費税込希望小売価格（消費税抜き希望小売価格）です。

※本カタログ掲載の商品情報は、車種 /グレードにより適合不可または内容が異なる場合がございます。詳しくはお近くの正規ディーラーへお問い合わせください。

フロアマット（チェック）
しっかりとしたループパイル（らせん状に織った糸）を使用し、チェック柄
が足もとを引き締めます。フロントサイドに「GOLF」のアルミエンブレム
を配したフロアマットです。
■ 材質：［表地］ループ調ポリプロピレン（難燃加工）、
　 ［裏地］合成ゴム エフェクティブスパイク付
■ 構成品：フロント左・右、リヤ左・右、リヤセンター/1セット

JCG BM5 RMH    GRB    ¥38,500 （¥35,000）

「　　　　　　」繊維を使用した
プレミアムクリーンの構造

フロアマットの断面図

青色の繊維
〈アレルキャッチャー〉

プレミアムクリーンの特徴
■ ダニや花粉のアレル物質を吸着
■ 悪臭の原因を分解・消臭 
■ 難燃加工により、燃えにくい仕様
■ 繊維上の黄色ブドウ球菌などの雑菌の増殖を抑制

■ シックハウス症候群の要因のひとつといわれているホルムアルデヒドを分解
■ マット裏面のエフェクティブスパイクにより、フロアマットの滑りを低減
■ BCFナイロン高密度カーペットにより、
　 ロングドライブ時の疲労軽減および耐摩耗性にも優れている

・ 「プレミアムクリーン」は、　　　　　 の 「　　　　　　」繊維を使用したフロアマットです。
・ 「プレミアムクリーン」は、日本アトピー協会推薦品マークを取得いたしました〈認証番号：S1304702A〉。
   敏感肌の方にも安心してご使用いただけます。
・ 「　　　　　　」は　　　　　 の登録商標で、2010年 第8回 産学官連携功労者表彰 （文部科学大臣賞）を受賞しました。

フロアマット（テキスタイル）
ブラックカラーの上質な生地を使用したフロアマットです。
■ カラー：ブラック
■ 構成品：フロント左・右、リヤ左・右/1セット

5H9 061 270 C  WGK    ¥36,300 （¥33,000）
※画像は欧州仕様左ハンドルのものです。一部デザインが異なる場合
　があります。

ペダルカバーセット
ドライブ時の快適性と見た目のスポーティ感を足もと
から演出するペダルセット。滑り止めを配した大型の
アクセル/ブレーキペダルが操作の確実性を高めます。
■ 右ハンドル、DSG車用　■ 参考取付時間（H）：0.2
5G2 064 205    ¥19,800 （¥18,000）
※eTSI R-Lineには適合いたしません。

 フットレスト
ゆとりのある表面積、入念に設計された高さの踏面が、
長距離ドライブ時の快適性を向上します。また、コック
ピット内の足もとをよりスポーティに演出します。
■ 材質：ステンレス、スチール、ゴム　■ カラー：シルバー
■ 右ハンドル、DSG車用　■ 参考取付時間（H）：0.2
J5G VC1 A01    ¥24,200 （¥22,000）

Floor Mat
こだわり抜いた上質な感触と、

足もとに広がる心地よさ。

Formal
さりげない上質感

Sporty
走りへの一体感
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マッドフラップ
タイヤから巻き上げられる水や泥をシャットアウトし、ボディの汚れを効果的に
防ぐマッドフラップ。タイヤハウスラインに合わせてデザインされているため、
スタイリッシュな外観を損なうことはありません。
■ カラー：ブラック　■ 構成品：左・右 /1セット（フロント・リヤ別売）
■ 装着方法：スクリューおよびクランプ併用取付
■ 参考取付時間（H）：［フロント］0.7、［リヤ］0.7
〈eTSI Active / eTSI Style〉 ［フロント］ 5H0 075 111    ¥8,800 （¥8,000）

［リ　　ヤ］ 5H9 075 101    ¥8,250 （¥7,500）
〈eTSI R-Line〉 ［フロント］ 5H0 075 111 B    ¥8,800 （¥8,000）

［リ　　ヤ］ 5H9 075 101 B    ¥8,250 （¥7,500）

 ドアエッジプロテクションフィルム
傷付きを防止する透明タイプの保護フィルム。弾力のある合成樹脂フィルム
が、ドアパネル端を効果的に守ります。曲線構成のドアエッジにもしっかりと
フィットし、外観のスタイリッシュさを損ないません。
■ 材質：合成樹脂　■ 構成品：2ドア分/1セット　■ 装着方法：貼付式
■ 参考取付時間（H）：0.2/1セット

 J1K VC1 G01   ¥  3,630 （¥ 3,300）
●フロントおよびリヤに取り付ける場合は、2セット必要です。

リヤバンパープレート（シルバー）＊1

荷物の出し入れなどによるバンパー上部の傷付きを防ぎます。
また、機能性のあるデザインはリヤを引き締めます。
■ 材質：ABS　■ 装着方法：貼付式
■ 参考取付時間（H）：0.5

5H9 061 195    ¥19,800 （¥18,000）

5H9 071 310    ZMD    ¥12,100 （¥11,000）

ドアシルプロテクションフィルム（ブラック /シルバーライン）
乗り降りの際に靴などが当たって傷が付きやすいドアシル部を守るフィルムです。
ブラックにシルバーのアクセントラインを加えることでエレガントな空間を演出します。

■ 材質：合成樹脂　■ カラー：ブラック/シルバーストライプ
■ 構成品：フロント左・右、リヤ左・右 /1セット
■ 装着方法：貼付式　■ 参考取付時間（H）：0.5

エッジプロテクター
リヤゲートのエッジ部分に取り付けてリヤゲートを保護します。プラスチック
製で貼付式のため、容易に取り付けが可能。クローム調の輝きがリヤビューを
手軽にドレスアップする効果もあります。
■ 材質：プラスチック　■ カラー：シルバー　■ 装着方法：貼付式
■ 参考取付時間（H）：0.3
5H9 071 360    ¥8,800 （¥8,000）

リヤバンパープロテクションフィルム＊1

リヤバンパーの上面に貼り付ける実用性の高い透明タイプのフィルムです。
荷物の積み降ろしの際にうっかり傷付けてしまいがちなバンパーのエッジ
面を保護します。

■ 材質：合成樹脂　■ 装着方法：貼付式
■ 参考取付時間（H）：0.5

5H9 061 197    ¥8,800 （¥8,000）

＊1. リヤバンパープレート、リヤバンパープロテクションフィルムは同時に装着できません。
※価格表示は、消費税込希望小売価格（消費税抜き希望小売価格）です。
※本カタログ掲載の商品情報は、車種 /グレードにより適合不可または内容が異なる場合がございます。詳しくはお近くの正規ディーラーへお問い合わせください。

Exterior & Exterior & 
ProtectionProtection
いつまでも気持ちよく快適にいつまでも気持ちよく快適に
乗り続けるために。乗り続けるために。
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カヤックホルダー＊1

■ 重量：1.6kg　■ 最大積載量：25kg　■ T-スロットタイプ　■ 参考取付時間（H）：0.2

カヌーやカヤックをルーフに積んで運搬するためのホルダーです。
キャリングロッドに取り付けて使用します。

1K0 071 127 A   ¥17,600 （¥16,000）

スキー＆スノーボードホルダー（Lタイプ /スライド）＊1＊2

スキー板やスノーボードをルーフに平積みできるホルダーです。軽量アルミ製で、ホルダー部分がスライドするため
楽に積み降ろしができます。キャリングロッドに取り付けて使用します。
■ 材質：アルミ　■ サイズ：幅770mm（ホルダー内寸600mm）　■ 重量：4.5kg　■ 最大積載量：36kg
■ スライドアウト機能付、キーロック付、T-スロットタイプ　■ 参考取付時間（H）：0.1　 

1T0 071 129   ¥37,400 （¥34,000）

●キャリングロッドにホルダーを装着すると、車高が高くなります。車庫入れ、トンネルやガード下などを走行する際はご注意ください。
※異なる種類のホルダーおよびルーフボックスは同時に装着できません。
※価格表示は、消費税込希望小売価格（消費税抜き希望小売価格）です。　※本カタログ掲載の商品情報は、車種 /グレードにより適合不可または内容が異なる場合がございます。詳しくはお近くの正規ディーラーへお問い合わせください。

バイシクルホルダー＊1

自転車を積載するためのアタッチメント。自転車メインフレームのダウンチューブとホイールを固定します。
キャリングロッドに取り付けて使用します。
■ 本体重量：4.2kg　■ 耐荷重量：20kg　■ 積載可能フレーム：[ダウンチューブ ]φ22mm-80mm
  (楕円形チューブの場合：最大80mm x 100mm)　
■ キーロック付、T-スロットタイプ　■ 参考取付時間（H）：0.2

000 071 128 F   ¥22,000 （¥20,000）

サーフボードホルダー＊1＊2

サーフボードやウィンドサーフィンのボードなどをルーフに平積みできるホルダーです。
キャリングロッドに取り付けて使用します。
■ 重量：1.2kg　■ サーフボード2枚積載可能、T-スロットタイプ　■ 参考取付時間（H）：0.2

 000 071 120 HA   ¥17,600 （¥16,000）
※サーフボードの種類によっては重ねることができない場合があります。

＊1. 取り付けには、別売のキャリングロッドが必要です。　＊2. サーフボードホルダー、スキー&スノーボードホルダー（Lタイプ /スライド）は、サイドオーニングと同時に装着できません。
●積載物の種類によっては、ホルダーを使用できない場合があります。　●各種アタッチメント（ホルダー、ルーフボックス、サイドオーニング）、キャリングロッドを使用しないときは車両から取り外してください。風切り音の原因となります。

●各種アタッチメント装着時には、リヤゲート開放にご注意ください。リヤゲート、スポイラーなどの仕様によっては接触するおそれがあります。
●キャリングロッド上に長尺アイテム（サーフボード、カヤック、ルーフボックス）などを積載した際、レインセンサーなどがその陰に入り、動作に影響が出るおそれがあります。

Transport
あなたの大好きな場所へ
あなたのダイスキなものと
あなたの大事な人と
あなたしか知らない秘密の隠れ家へ
さあ、出掛けてください。

Accessories for Golf Variant 87  Accessories for Golf Variant



ルーフボックス（Urban loader）＊1

荷物の量に応じて、積まないときはコンパクトに折りたためるルーフボックスです。
空気抵抗を軽減したデザインになっています。
■ 材質：ABS　■ カラー：マットブラック
■ サイズ：長さ1,408×幅889×高さ［閉状態］260mm、［開状態］515mm
■ 重量：15kg　■ 容量：300～500L　■ 最大積載量：50kg　■ 参考取付時間（H）：0.3

000 071 200 AF   ¥105,600 （¥96,000）

ルーフボックス（M / XL）＊1

空気抵抗を軽減したデザインのルーフボックス。左右お好みの方向で開閉できます。
サイズは2種類を設定しています。

■ 材質：サーモプラスチック　■ カラー：ハイグロスブラック　■ 最大積載量：75kg　
■ キーロック付、左右開閉機能付　■ 参考取付時間（H）：0.3

［M］ ■ サイズ：長さ1,900×幅750×高さ390mm　■ 重量：19kg　■ 容量：340L
　 000 071 200 AD　¥94,600（¥86,000）
［XL］ ■ サイズ：長さ2,300×幅750×高さ390mm　■ 重量：21kg　■ 容量：460L
　 000 071 200 AE　¥110,000（¥100,000）
※掲載画像はMサイズです。

キャリングロッド
標準装備のルーフレールに取り付けるキャリングロッド。メインバーに各種アタッチ
メントを取り付けて使用します。軽量で安全性の高いシステムキャリアベースです。
素早く取り付けができ、防犯ロックも装備しているので安心です。

■ 材質：アルミ　■ 本体重量：5.3kg
■ 最大積載量：70kg（キャリングロッド、アタッチメントを含む）　■ T-スロットタイプ
■ 参考取付時間（H）：0.2
5H9 071 151　¥39,600 （¥36,000）
※10月頃発売予定

サイドオーニング＊1＊2

ロールタイプで収納性バツグンの、日よけ・雨よけができるサイドオーニング。
快適なアウトドアライフに欠かせません。

■ 構成品：オーニング本体、 専用取付ブラケット　■ 参考取付時間（H）：0.3

J0V VC1 D01　¥132,000（¥120,000）
※掲載車両はGolf 7.5 Alltrackです。
※掲載車両には、一部参考パーツが装着されております。

スキーバッグ
スキー板とポールを4セットまで入れられるスキーバッグです。
ルーフボックスや室内に収納するのに便利。
バックルにベルトを付ければ持ち運びもできます。
■ サイズ：長さ1,950×幅200×高さ395mm

00V 061 202　¥27,500（¥25,000）

＊1. 取り付けには、別売のキャリングロッドが必要です。　＊2. サイドオーニングは、サーフボードホルダー、スキー&スノーボードホルダー（Lタイプ /スライド）と同時に装着できません。
●各種アタッチメント（ホルダー、ルーフボックス、サイドオーニング）、キャリングロッドを使用しないときは車両から取り外してください。風切り音の原因となります。

●各種アタッチメント装着時には、リヤゲート開放にご注意ください。リヤゲート、スポイラーなどの仕様によっては接触するおそれがあります。
●キャリングロッド上に長尺アイテム（サーフボード、カヤック、ルーフボックス）などを積載した際、レインセンサーなどがその陰に入り、動作に影響が出るおそれがあります。　●アンテナの形状によってはルーフボックスと干渉する場合があります。

●キャリングロッドにルーフボックスを装着すると、車高が高くなります。車庫入れ、トンネルやガード下などを走行する際はご注意ください。
●キャリングロッドの最大積載量を超えて積載することのないようご注意ください。積載量には、装着するアタッチメントの自重も含まれます。　●サイドオーニングの組み立ては、必ず2名以上で行ってください。強風や荒天時には使用しないでください。
※異なる種類のホルダーおよびルーフボックスは同時に装着できません。
※価格表示は、消費税込希望小売価格（消費税抜き希望小売価格）です。　※本カタログ掲載の商品情報は、車種 /グレードにより適合不可または内容が異なる場合がございます。詳しくはお近くの正規ディーラーへお問い合わせください。

Transport
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ラゲージトレー＊1

汚れた物や濡れた物をそのまま積んでもラゲージルームを汚さない、防水性を
備えたポリエチレン製トレー。エッジ部に高さを付けたトレー状になっているので、
多少の水分はこぼれません。
■ 材質：ポリエチレン
■ サイズ：1,028×1,004×50mm、［縁部立上り］約40mm
■ GOLFロゴ入り、防水

5H9 061 161    ¥11,000 （¥10,000）

ラゲージコンパートメントパーティショングリル　
ラゲージスペースを自由自在に分割することができます。
また、荷物の滑りも防止します。
■ 材質：アルミ　■ 参考取付時間（H）：0.2

000 061 166 A    ¥22,000 （¥20,000）

ラゲージネット
ネットで荷物を包み込み、荷物が走行中に動くのを防ぎます。ネット
の四隅をラゲージルームのフックに引っ掛けて使用します。柔軟性の
あるネットを採用し、さまざまな形、大きさの荷物に対応します。  
■ 材質：ナイロン　■ カラー：ブラック

3C9 065 110    ¥10,670 （¥9,700）
●フック4ヶ所止め。重量物・突起物の収納はできません。

リバーシブルラゲージマット＊1

ラゲージルームを汚れから保護するリバーシブルタイプのマットです。
表面はベロア素材、裏面は滑り止め加工を施した合成ゴムで、用途や
荷物に応じて面の使い分けができます。リヤシートを倒した際には、
その背面部分までカバーできます。
■ 材質：［表地］ベロア、［裏地］合成ゴム、滑り止め加工
■ サイズ：2,064×1,002mm

5H9 061 210    ¥19,800 （¥18,000）

ラゲージボックス
ラゲージスペースに合わせて使うことができるアコーディオン式の
ボックスです。使用しないときはコンパクトにたたんで収納できます。
持ち手付きでとても便利なアイテムです。
■ 材質：［表地］ポリプロピレン、［内板］PVC
■ 構成品：ラゲージボックス、保冷バッグ/1セット

J0V GE5 B01    ¥9,020 （¥8,200）
●ラゲージルーム専用です。後部座席などで使用しないでください。

＊1. ラゲージトレー、リバーシブルラゲージマットは同時に装着できません。
※価格表示は、消費税込希望小売価格（消費税抜き希望小売価格）です。
※本カタログ掲載の商品情報は、車種 /グレードにより適合不可または内容が異なる場合がございます。詳しくはお近くの正規ディーラーへお問い合わせください。

リヤシートとラゲージスペースを仕切るパーティションです。万が一
の事故の際など、荷物がリヤシートに飛び出すのを防いで乗員を守り
ます。また、ペットをラゲージスペースに乗せることもできます。
■ カラー：ブラック　■ 重量：3.2kg
■ 格子タイプ　■ 参考取付時間（H）：0.5

5H9 017 221    ¥38,500 （¥35,000）

Luggage
ライフスタイルに合わせて
ラゲージを有効活用。
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Twinspoke /ツインスポーク
ブラック /トルネードレッド＊1

■ 材質：アルミ　■ サイズ：7.5J-19　■ インセット：51mm
■ タイヤサイズ：225/35 R19 88Y XL
■ 参考取付時間（H）：1.0　■ 付属品：VWセンターキャップ

5G0 071 499   YA5    ¥309,320 （¥281,200）〈１台分〉

Twinspoke /ツインスポーク シルバー＊1

■ 材質：アルミ　■ サイズ：7.5J-19　■ インセット：51mm
■ タイヤサイズ：225/35 R19 88Y XL
■ 参考取付時間（H）：1.0　■ 付属品：VWセンターキャップ

5G0 071 499   FZZ    ¥265,320 （¥241,200）〈１台分〉

Dallas /ダラス＊1＊2

■ 材質：アルミ　■ サイズ：7.5J-18　■ インセット：51mm
■ タイヤサイズ：225/40 R18 92Y
■ 参考取付時間（H）：1.0

5H0 601 025 G  FZZ    ¥297,880 （¥270,800）〈１台分〉

Rotary /ロータリー＊1

■ 材質：アルミ　■ サイズ：7.5J-18　■ インセット：51mm
■ タイヤサイズ：225/40 R18 92Y XL
■ 参考取付時間（H）：1.0　■ 付属品：VWセンターキャップ

5G0 071 498    16Z    ¥212,520 （¥193,200）〈１台分〉

エアバルブキャップ
VWロゴをあしらったタイヤエアバルブキャップ
です。こだわりの逸品で、足もとをさりげなく
ドレスアップするのに最適なアイテムです。
■ 構成品：4個 /1セット　■ VWロゴ入り
■ ラバーバルブ、メタルバルブ用

000 071 215    ¥4,400 （¥4,000）

ホイールロックボルトセット
頭部が特殊な形状をしたホイール盗難防止用
ロックボルトです。ホイールを固定するボルト
のうち1本をこのロックボルトと交換することで、
専用のキーボルト以外の一般的な工具では
ホイールを取り外すことができなくなります。

■ 構成品：4個 /1セット　■ ホイールロック用

5Q0 698 137    ¥16,830 （¥15,300）
※eTSI R-Lineには適合いたしません。

※ホイールの価格には、取り付けに必要な以下のパーツが含まれております。
＊1. ラバーバルブ（311 601 361）¥1,320（¥300×4個）〈1台分〉
＊2. センターキャップ（5H0 601 171    FOD）¥23,760（¥5,400×4個）〈1台分〉
●取付時には、必ず専用のバランスウェイトをご使用ください。　●ボルトキャップを取り外すためのツールがない場合は、リムーバルツール（6X0 012 243）¥209（¥190）を1個ご用意ください。
※タイヤは別売です。　※異なる種類のホイールを同時に装着することはできません。　※ホイールの価格表示にはタイヤ代、組替えバランス費用、取付工賃などは含まれておりません。
※価格表示は、消費税込希望小売価格（消費税抜き希望小売価格）です。　※本カタログ掲載の商品情報は、車種 /グレードにより適合不可または内容が異なる場合がございます。詳しくはお近くの正規ディーラーへお問い合わせください。

Wheel
こだわる足もとで、走る喜びを
自分らしく思うままに表現。
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Pretoria /プレトリア ブラック＊1

■ 材質：アルミ　■ サイズ：7.5J-18　■ インセット：51mm
■ タイヤサイズ：225/40R18 92Y XL
■ 参考取付時間（H）：1.0　■ 付属品：VWセンターキャップ

5G0 071 498 A  AX1    ¥177,320 （¥161,200）〈１台分〉

Blade /ブレイド＊1

■ 材質：アルミ　■ サイズ：7J-17　■ インセット：49mm
■ タイヤサイズ：225/45R17 91V/W
■ 参考取付時間（H）：1.0　■ 付属品：VWセンターキャップ

5G0 071 497    FZZ    ¥199,320 （¥181,200）〈１台分〉

Pretoria /プレトリア シルバー＊1

■ 材質：アルミ　■ サイズ：7.5J-18　■ インセット：51mm
■ タイヤサイズ：225/40R18 92Y XL
■ 参考取付時間（H）：1.0　■ 付属品：VWセンターキャップ

5G0 071 498 A  88Z    ¥177,320 （¥161,200）〈１台分〉

Gavia /ガビア＊1

■ 材質：アルミ　■ インセット：46mm
■ 参考取付時間（H）：1.0　■ 付属品：VWセンターキャップ

［6.5J-16］
■ サイズ：6.5J-16　■ タイヤサイズ：205/55 R16 91V

5H0 071 496    8Z8
¥133,320 （¥121,200）〈１台分〉

［6.5J-17］
■ サイズ：6.5J-17　■ タイヤサイズ：205/50 R17 93H

5H0 071 497    8Z8
¥199,320 （¥181,200）〈１台分〉

●取付時には、必ず専用のバランスウェイトをご使用ください。　●ボルトキャップを取り外すためのツールがない場合は、リムーバルツール（6X0 012 243）¥209（¥190）を1個ご用意ください。
※タイヤは別売です。　※異なる種類のホイールを同時に装着することはできません。　※ホイールの価格表示にはタイヤ代、組替えバランス費用、取付工賃などは含まれておりません。

SNOWTEX＊2

突然の降雪時への備えとして開発された、夏タイヤ専用の布製タイヤ
滑り止めです。排水性に優れた特殊繊維が、滑りやすい雪道で確かな
グリップ力を発揮します。

■ 2本 /1セット（駆動輪に装着）
■ Volkswagenロゴ入り
■ 付属品：収納パック、ビニール手袋

適合タイヤサイズ 195/65R16 205/55R16 205/50R17 215/40R17 225/45R17 225/40R18

［3328］ J00 LA2 D05   ¥13,200 （¥12,000） ● ● － － ● ●

スノーネット＊2

不快なノイズや振動を最小限に抑えた非金属スノーチェーン。トレッド
面にくまなく配した超硬スパイクピンが雪路を確実にとらえます。

■ 2本 /1セット（駆動輪に装着）
■ 付属品：装着用グローブ、潤滑用スプレー、ソフトバッグ
※スタッドレスタイヤに装着した場合、走行状態によっては車体に干渉したり、
　トレッド面を傷付けるおそれがあります。

適合タイヤサイズ 195/65R16 205/55R16 205/50R17 215/40R17 225/45R17 225/40R18

［2309WD］J00 LA2 B09 A  ¥46,200 （¥42,000） － 6.5J-16
インセット+46mm

6.5J-17
インセット+46mm － － －

※ホイールの価格には、取り付けに必要な以下のパーツが含まれております。
＊1. ラバーバルブ（311 601 361）¥1,320（¥300×4個）〈1台分〉 ＊2. 車種 /グレードにより、タイヤの換装が必要となる場合がございます。

※価格表示は、消費税込希望小売価格（消費税抜き希望小売価格）です。
※本カタログ掲載の商品情報は、車種 /グレードにより適合不可または内容が異なる場合がございます。詳しくはお近くの正規ディーラーへお問い合わせください。

Wheel for Winter
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2560×1440

フロント映像

1920×1080

リヤ映像

DR-S5-VW

従来品

メニュー 設定画面

カメラ位置調整画面

スーパーナイトビジョン2.0（DR-S5-VW） ナイトビジョンなし

ナイトビジョンVer. 3（DR-C2-VW） ナイトビジョンなし

C2

C1

S5：この機能はDR-S5-VWに実装されています。

：この機能はDR-C2-VWに実装されています。

：この機能はDR-C1-VWに実装されています。

PCビューワー

PCビューワーで、録画した映像をお使いのパソコンで簡単に見ることが
できます。動画のルート履歴や速度記録なども確認可能です。
※DR-S5-VWのPCビューワーは、Windows 10以降、Mac OS 10.12以降に対応します。

DR-C2-VW、DR-C1-VWのPCビューワーは、Windows専用です。

S5 C1C2

DR-S5-VW PCビューワー DR-C2-VW、DR-C1-VW PCビューワー

Drive Recorder DR-S5-VW＊1

〈フロントカメラ・リヤカメラセット〉
周囲の状況をQHD・約370万画素で捉える高精細イメージセンサー、
夜間の暗い環境に強いスーパーナイトビジョン2.0に加えて、さまざまな自動録画モードを搭載。
お手持ちのスマートフォンとWi-Fi接続することで、
録画した映像の確認や各種設定などがお手軽に行えます。
■ QHD　■ カメラセンサー：約370万画素　■ フレームレート：29fps（LED信号対応）
■ 広角レンズ：対角158度　■ 動作温度範囲：ー10～＋65℃　■ 保管温度範囲：ー20～＋80℃
■ GPS内蔵　■ スマートフォン連携（Wi-Fi接続）　■ スーパーナイトビジョン2.0搭載
■ リヤカメラ付属　■ 専用microSDカード（32GB）付　■ 参考取付時間（H）：2.7
■ 装着時必要部品：分岐コード（J1K DA9 A01 A2）¥1,100（¥500×2個）、
　 Aピラー用クリップ［5NA 867 276 A］¥66（¥60）、［5C5 868 875］¥605（¥550）
J0V DE3 A03    ¥71,500 （¥65,000）
※7月下旬頃発売予定
※駐車モードの推奨設定は、［録画モード］省エネ録画、［録画終了タイマー］3時間です。

リヤカメラ（DR-S5-VWに付属）
後続車両のナンバープレートもフルHD画質で精細に記録します。

■ フルHD　■ 約200万画素

※DR-S5-VWについて、仕様の詳細、最新PCビューワーなどの情報は「 https://www.seiwa-c.co.jp/support/Volkswagen 」でご覧いただけます。
※DR-C2-VWのPCビューワーは「 https://cellstar.co.jp/mcd/viewer/driverecorder/DR-C2-VW/viewer.zip 」、

DR-C1-VWのPCビューワーは「 https://cellstar.co.jp/mcd/viewer/driverecorder/DR-C1-VW/viewer.zip 」からダウンロードいただけます。

前方QHD・後方フルHDの高精細同時録画を実現

2.4インチタッチパネル液晶を採用 C2

C2 C2

C1

お手持ちのスマートフォンと専用アプリ
でWi-Fi接続することにより、その場で
すぐに映像の確認が可能。
また、録画機能や交通安全警告機能の
設定をすることもできます。

対角158度の広角レンズにQHD 約370万画素の高精細イメージセンサーを搭載した
高感度フロントカメラが、周囲の状況を隈なく映像化。リヤカメラもフルHD画質で、
前方車両のみならず後続車両のナンバープレートもしっかりと映します。

「WDR（ワイドダイナミックレンジ）」/「HDR（ハイダイナミックレンジ）」
が明暗のバランスを補正し、日陰など暗い環境での黒つぶれや日差しによる
明るい環境での白とびを抑えた映像で記録します。
※DR-S5-VWはWDR、DR-C2-VW、DR-C1-VWはHDRを搭載しています。

わかりやすいユーザーインターフェースで直感的に操作でき、録画した
映像もすぐに確認できます。

録画状況や操作しているときの設定を音声で教えてくれるボイスアシスト
機能を搭載しています。

内蔵のGPSで取得した走行速度、
時刻を画面に表示できます。

小型液晶採用で、カメラの設置や設定内容の確認が簡単にできます。

タッチパネルをタッチすると
フロントカメラ・リヤカメラ映像の
表示方法を簡単に変えられます。
画面下部のメニューにタッチする
と、各設定メニューに遷移します。

3ボタンの簡単操作で、各種
設定が変更できます。
クイック録画ボタンを押せば、
ワンタッチでクイック録画を
開始することができます。

（　　：時計表示のみ）

Drive Recorder DR-C2-VW＊1

〈フロントカメラ・リヤカメラセット〉
2.4インチタッチパネル液晶搭載。前後2カメラ高画質録画（フルHD 約200万画素）、
ナイトビジョンVer. 3（STARVISTM IMX327搭載）で、
夜間・トンネルなど暗い環境でもよりノイズの少ない鮮明な映像を記録できます。
ボイスアシスト、microSDメンテナンスフリー機能搭載。
■ 2.4インチタッチパネル液晶　■ フルHD　■ カメラセンサー：約200万画素 カラーCMOS
■ フレームレート：30fps（LED信号対応）　■ 広角レンズ：［フロント］対角147度、［リヤ］対角141度
■ GPS内蔵　■ GPSおしらせ機能、後方キャッチ機能、音声録音（ON/OFF）機能付
■ STARVISTM（ナイトビジョン Ver. 3）搭載　■ リヤカメラ付属　■ 専用microSDカード（32GB）付
■ 日本製　■ 参考取付時間（H）：2.8
■ 装着時必要部品：分岐コード（J1K DA9 A01 A2）¥1,100（¥500×2個）、
　 Aピラー用クリップ［5NA 867 276 A］¥66（¥60）、［5C5 868 875］¥605（¥550）
J0V DD9 E01    ¥54,450 （¥49,500）
※8月頃発売予定　※Drive Recorder DR-C2-VWは、3年間保証の適用となります。

駐車モードケーブル（オプション）
駐車モード機能を利用する場合に使用します。

リヤカメラ（DR-C2-VWに付属）
後続車両のナンバープレートも

フルHD画質で精細に記録します。
■ フルHD　■ 約200万画素

■ STARVISTM（ナイトビジョン Ver. 3）搭載

J0V DD9 E01 A1    ¥5,720 （¥5,200）
※駐車モードの推奨設定時間は4時間です。

Drive Recorder DR-C1-VW
〈フロントカメラのみ〉

1.44インチ液晶搭載、コンパクトモデル。高画質録画（フルHD 約200万画素）、
ボイスアシスト、microSDメンテナンスフリー機能搭載。
■ 1.44インチ液晶　■ フルHD　■ カメラセンサー：約200万画素 カラーCMOS
■ フレームレート：30fps（LED信号対応）　■ 広角レンズ：対角145.1度
■ GPS内蔵　■ 音声録音（ON/OFF）機能付　■ 専用microSDカード（16GB）付
■ 日本製　■ 参考取付時間（H）：1.0
■ 装着時必要部品：分岐コード（J1K DA9 A01 A2）¥1,100（¥500×2個）、
　 Aピラー用クリップ［5NA 867 276 A］¥66（¥60）、［5C5 868 875］¥605（¥550）
J0V DD9 E02      ¥29,700 （¥27,000）
※8月頃発売予定　※Drive Recorder DR-C1-VWは、3年間保証の適用となります。

SONY Exmor R STARVISTMを搭載。夜間走行・トンネル内などの暗い環境
やダークティンテッドガラス※でもノイズの少ない鮮明な映像を記録できます。
※リヤウィンドウの濃さに合わせてリヤカメラの明るさを調整してください。

C1 （　　：時計表示のみ）C1

＊1. Drive Recorder DR-S5-VW、Drive Recorder DR-C2-VWは、サンブラインドと同時に装着できません。
※ドライブレコーダー装着後、デジタルTVの受信感度が悪くなる場合があります。　※掲載画像はイメージです。　※STARVISは、ソニー株式会社の商標です。
※価格表示は、消費税込希望小売価格（消費税抜き希望小売価格）です。　※本カタログ掲載の商品情報は、車種 /グレードにより適合不可または内容が異なる場合がございます。詳しくはお近くの正規ディーラーへお問い合わせください。

S5
WDR/HDRでシーンに合わせて画像処理

WDR/HDR補正あり WDR/HDR補正なし

S5 C1C2

夜間や暗い環境に強い「ナイトビジョン」搭載 S5 C2

VOICE

お手持ちのスマートフォンから設定可能 S5

ボイスアシストを搭載

1.44インチ液晶を採用

速度計・時計も表示可能

■ 参考取付時間（H）：1.0

駐車モードケーブル（オプション）
駐車モード機能を利用する場合に使用します。

J0V DD9 E01 A1    ¥5,720 （¥5,200）
※駐車モードの推奨設定時間は4時間です。

■ 参考取付時間（H）：1.0Drive 
Recorder
静かに眠るときも、
走り抜けるときも、
暗闇の中でさえ、
その瞬間を逃さない。

New

New
New
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発進
キン
コン

車間距離

ベヨ
ベヨ

接近

キン
キョーン

後方車

警告音

10秒前 10秒後20秒間

録画

10m以内に
5秒間

ピー
ピー

仕様比較表 DR-S5-VW DR-C2-VW DR-C1-VW

映像サイズ
フロント QHD（2,560×1,440） フルHD（1,920×1,080） フルHD（1,920×1,080）

リヤ フルHD（1,920×1,080） フルHD（1,920×1,080） －

記録解像度
フロント 約370万画素 約200万画素 約200万画素

リヤ 約200万画素 約200万画素 －
明暗差補正 WDR（ワイドダイナミックレンジ） HDR（ハイダイナミックレンジ） HDR（ハイダイナミックレンジ）

夜間撮影 SONY Exmor R STARVISTM ●＊2 ●＊3 －＊4

画角
フロント 対角158度 対角147度 対角145.1度

リヤ 対角142.7度 対角141度 －
モニター － 2.4インチタッチパネル液晶 1.44インチ液晶

音声録音 ON/OFF設定可 ● ● ●
GPS ● ● ●
G（加速度）センサー ● ● ●

安全運転支援

車線逸脱警告
前方衝突警告

低速前方衝突警告
前方車両発車警告
後方接近警告

車線逸脱警告
車間距離保持警告
前車発進警告

後車接近警告（後方キャッチ機能）

－

録画モード
常時/イベント検知/後方衝突警告

/手動/駐車/録音 常時/常時＋イベント/クイック 常時/常時＋イベント/クイック

駐車モード
モーション検知/タイムラプス

/省エネ
（常時/モーション/常時＋イベント

/モーション＋イベント）＊5
（常時/モーション/常時＋イベント

/モーション＋イベント）＊5

フレームレート LED信号対応 ●＊6 ●＊7 ●＊7

容量 最大64GB ●＊8 ●＊8 ●＊8

電源・電圧 DC12V/24V ● ● ●
動作温度範囲 －10～＋65℃ －10～＋60℃ －10～＋60℃

バックアップ電源 スーパーキャパシタ内蔵 ● ● ●
microSD初期化作業 必要なし（メンテナンス不要） ● ● ●
付属microSDカード 32GB 32GB 16GB

付属電源ケーブル 直配線ケーブル ● ● ●
保証期間 2年 3年 3年

Wi-Fi ● － －
PCビューワー/アプリ ● PCビューワー＊9のみ PCビューワー＊9のみ

S5 C2 C1

＊2. スーパーナイトビジョン2.0 SONY Exmor R STARVISTM　＊3. ナイトビジョンVer. 3 STARVISTM IMX327　＊4. 夜間補正機能付
＊5. オプションの駐車モードケーブルが必要です。　＊6. 29fps　＊7. 30fps　＊8. 付属品より大きい容量のmicroSDカードはオプションです。　＊9. Windows専用
※本カタログ掲載の商品情報は、車種 /グレードにより適合不可または内容が異なる場合がございます。詳しくはお近くの正規ディーラーへお問い合わせください。

さまざまな録画モードを実装

エンジン始動でフロント・リヤ双方の録画を自動的に開始します。エンジンを切ると、イベント検知
とモーション検知を組み合わせた駐車モード＊1に自動的に切り替わります。買い物時などの短時間
の駐車にも対応しています。

常時録画（常時モード）

エンジンをかけてから切るまで、連続で録画
します。1分ごとに自動的に記録します。

イベント（検知）録画（常時モード）

衝撃を検知すると、その前後を自動的に
録画・記録します。
※DR-S5-VWでは前後10秒間、DR-C2-VW、DR-C1-

VWでは前5秒間・後20秒間を保存します。

手動録画 /クイック録画（常時モード）
本体の録画ボタンを押すと、その前後を自動的に録画・記録します。残したいシーンを逃しません。
※DR-S5-VWでは前10秒間・後50秒間、DR-C2-VW、DR-C1-VWでは前5秒間・後20秒間を保存します。

モーション（検知）録画（駐車モード）

カメラの前に移動する物体を検知すると、自動的
に録画・記録します。

タイムラプス録画（駐車モード） S5

1秒当たり2枚（2fps）で10分間録画し、自動的
に2分間の動画に圧縮して記録します。映像データ
の容量が小さくなるため、より長時間の録画が
できます。

後方接近警告録画（常時モード）/後車接近警告録画（後方キャッチ機能モード）

車両が設定速度以上で走行中に後方車両の接近を検知
すると、警告音を鳴らすとともに、その前後を自動的に
録画・記録します。あおり防止に役立ちます。
※DR-S5-VWでは車両後方10m以内に5秒間別の車両が接近した場合に
前後10秒間を、DR-C2-VWでは車両後方に10mまたは5m以内に別の
車両が接近した場合に前10秒間・後50秒間を保存します。

※左図はDR-S5-VWの場合です。

最適化されたパフォーマンス

定期的なフォーマットは不要

ファイル断片化防止機能を搭載。
記録媒体の面倒なフォーマット
（初期化）作業は必要ありません。

高耐久性microSDカードを採用
繰り返し録画や保存性に優れた高耐久性microSDカード
を採用。より大きな容量のmicroSDカード（オプション）に
交換することで、性能はそのままにより長く録画できます。

バックアップ電源を内蔵

バックアップ電源としてスーパーキャパシタを内蔵。重大事故などでバッテリーからの電源供給
が停止した場合でも、バックアップ電源に蓄えた電力を使用して録画ファイルを確実に保存します。

フロントカメラとリヤカメラの映像やGPS信号などの情報から、前方・後方の危険な状況を検知する
交通安全警告機能/安全運転支援機能を搭載。安全運転をサポートします。
※下記の説明はDR-C2-VWの場合です。また、機能を使用する前に車両に合わせた設定が必要になります。

政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、「災危通報」を表示、音声でもおしらせします。
※災危通報は気象庁発表からの理論上の最大遅延時間や電波受信状況により遅延が生じるため、他の機器（携帯電話など）で受信
　されるタイミングとは一致しません。

ドライブ中の危険なエリアを警告音（アラーム）と画面表示で事前におしらせします。

オービスなどが設置されているポイントを
事前におしらせします。

前方車両が発進したことを
おしらせします。

設定速度以上で走行中に、
前方車両との適正距離を
保つよう警告します。

設定速度以上で走行中に、
車線を逸脱すると警告します。

走行中に、後方車両が接近する
と警告します。

前車発進警告

車間距離保持警告

車線逸脱警告

後車接近警告（後方キャッチ機能）

安全運転ポイント
「逆走注意エリア」など、安全運転に役立つ情報を事前におしらせします。

S5 C1C2C2S5

S5 C1C2 S5 C1C2

S5 C1C2

S5 C1C2

＊1. Drive Recorder DR-C2-VW、Drive Recorder DR-C1-VWの場合、オプションの駐車モードケーブルが必要です。　※掲載画像はイメージです。

S5 C2!

交通安全警告機能 /安全運転支援機能（前方・後方）を搭載!

C2

C2

!
GPS

!

GPSおしらせ機能

災害・危機管理通報サービス「災危通報」を表示

フロントカメラ

フロントカメラ

フロントカメラ

リヤカメラ
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チャイルドセーフティシート適合表

1 21 2 3 43 4 5 6 76 7 8 9 10 11 120年 齢

0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 齢

G0 Plus
G0 Plus ISOFIX

G1 ISOFIX DUO G1 ISOFIX DUO 
Plus Plus Top Top T TetherTetherT

G2-3 ISOFIXG2-3 ISOFIXG2-3 ISOFIX
G2-3 ISOFIX GTI DesignG2-3 ISOFIX GTI DesignG2-3 ISOFIX GTI DesignG2-3 ISOFIX GTI Design

～13 13 kg

9～18 kg

15～36 36 kg

※通常は、チャイルドセーフティシートを後部座席でご使用ください。やむを得ず助手席に装着する場合は、助手席をできるだけ後方にスライドさせてご使用ください。

Volkswagen G0 Plus
新生児から生後15ヶ月くらいまでの乳幼児を対象にした
ベビーシート。大きく深いサイドサポートと側面衝突対応の
シートシェル、5点式ハーネスなどが乳幼児を包み込むよう
に保護します。
■ 材質：［表生地・中綿］ポリエステル100％
■ 重量：［G0 Plus］4.4kg、［G0 Plus ISOFIX］9.8kg
■ 装備：スライディング・ヘッドレスト調整機構（7段階）付、
            ISOFIX対応品

［ ISOFIX付］5G0 019 907 A    ¥70,400 （¥64,000）
　　　　　   5G0 019 900    ¥42,900 （¥39,000）
●装着方法：ISOFIX固定フックまたは座席の3点式シートベルトで、
後ろ向きに固定。

Volkswagen G1 ISOFIX
DUO Plus Top Tether
生後8ヶ月から4歳くらいまでの乳幼児を対象にした
チャイルドシート。ISOFIX取付アームを装備した、安全で
利便性の高い機構が特徴です。
■ 材質：［表生地・中綿］ポリエステル100%　■ 重量：9.6kg
■ 装備：シート角度調整機構（3段階）付、ISOFIX対応品

5H0 019 909　¥70,400 （¥64,000）
●装着方法：ISOFIX固定フックまたは座席の3点式シートベルトと
ともにトップテザーベルトで、前向きに固定。

Volkswagen G2-3 ISOFIX
3～12歳くらい、体重15～36kgくらいまでのお子様に向け
たジュニアシート。側面衝突に対する安全性が高いシェル
構造を採用しています。
■ 材質：［表生地・中綿］ポリエステル100％
■ 重量：9.25kg
■ 装備：ヘッドレスト調整機構付、ISOFIX対応品

5H0 019 906 B　¥57,200 （¥52,000）
●装着方法：ISOFIX固定フックまたは座席の3点式シートベルトで、
前向きに固定。

Volkswagen G2-3 ISOFIX
GTI Design
3～12歳くらい、体重15～36kgくらいまでのお
子様に向けたジュニアシート。側面衝突に対する
安全性が高いシェル構造を採用しています。
■ 材質：［表生地・中綿］ポリエステル100％
■ 重量：8.1kg
■ 装備：ヘッドレスト調整機構（11段階）付、ISOFIX対応品

5HV 019 903　¥60,500 （¥55,000）
●装着方法：ISOFIX固定フックまたは座席の3点式シート
ベルトで、前向きに固定。

チャイルドシート用シートカバー
チャイルドシートをのせる際に、傷や汚れから
座席を守ることができます。また前部にポケット
を設けることで、お子様の小物を収納するのにも
たいへん便利なアイテムです。
■ サイズ ： L440×W475mm、
　 ［垂れ下がり］200mm（ポケット部160mm）、
　 ［収納サイズ］H80×W255×L255mm

000 019 819 C　¥6,600 （¥6,000）

●記載されている年齢は目安ですので、お子様の体重に合わせてチャイルドセーフティシートをお選びください。
●チャイルドセーフティシートをご使用の際は、チャイルドセーフティシートの取扱説明書とともに、車両の取扱説明書も併せてお読みください。　※チャイルドセーフティシートは、フラットベッド、ペットシートカバーと同時に装着できません。
※価格表示は、消費税込希望小売価格（消費税抜き希望小売価格）です。　※本カタログ掲載の商品情報は、車種 /グレードにより適合不可または内容が異なる場合がございます。詳しくはお近くの正規ディーラーへお問い合わせください。

Child Safety

「安全性はすべてに優先する」。
フォルクスワーゲンの変わらぬ信念を

カタチにしました。

Accessories for Golf Variant 2221  Accessories for Golf Variant



ベースモジュール＊1

ハンガー、フック、フォールダブルテーブル、iPadホルダーを
固定するためのベースアイテムです。
■ 構成品：1個　■ ヘッドレストステー固定タイプ
■ 参考取付時間（H）：0.3

000 061 122　¥3,850 （¥3,500）
※eTSI R-Lineには適合いたしません。

ハンガー＊2

シワを気にせず衣類を掛けることができます。
■ 材質：プラスチック　■ 取り外し式

000 061 127 B   ¥11,000 （¥10,000）
●安全のため、後席乗車時には必ず取り外してください。

フック＊2

傾きや振動が気になる荷物を運ぶ際に役立ちます。
■ 材質：プラスチック　■ 最大耐荷重：1.5kg

000 061 126 B   ¥4,730 （¥4,300）
●最大耐荷重を超える荷物などを掛けた場合、 変形・破損などのおそれ
　があります。

フォールダブルテーブル＊2

食事やパソコン作業の際、簡易的なテーブルとして役立ちます。
■ 材質：プラスチック　■ サイズ：H370×W290×D63mm

000 061 124　¥16,500 （¥15,000）
●安全のため、走行時にはテーブルを格納してください。

iPad Air ホルダー＊2

iPadが固定でき、後席で動画や画像などを楽しめます。
■ 材質：プラスチック　■ iPad Air/Air 2対応

000 061 125 E   ¥24,090 （¥21,900）

iPad mini ホルダー＊2

■ 材質：プラスチック　■ iPad mini（第1～第3世代）対応

000 061 125 B   ¥20,790 （¥18,900）
● iPad mini第4世代には対応いたしません。

iPad 2-4 ホルダー＊2

■ 材質：プラスチック　■ iPad（第2～第4世代）対応

000 061 125 A   ¥24,090 （¥21,900）
● iPad第1世代には対応いたしません。

アルミダブルUSBチャージャー
■ 材質：アルミ　
■ 2.4Aまで許容のUSBポート×2、Volkswagenロゴ入り

000 051 443 D    ¥4,180 （¥3,800）
●電流が2.7Aを超えた場合、またはチャージャーが高温になった場合は、充電が
　停止することがあります。
●USB Type-A端子のUSBケーブルと接続できます。
●USBケーブルは付属しておりません。
※掲載画像はイメージです。車種により、取付位置などが異なる場合がございます。

USB接続ケーブル
運転時の微振動による接続端子部分のぐらつきやゆるみを考慮して
設計されたUSB接続ケーブルです。スマートフォンなどの充電にお使い
いただけます。
■ VWロゴ付き

［iPhone用：70cm］ 000 051 446 BB   ¥5,500 （¥5,000）＊3

［Android用Type-C：70cm］ 000 051 446 BC   ¥4,950 （¥4,500）＊4

●車両のUSB Type-C端子と接続できます。アルミダブルUSBチャージャーとの接続
　はできません。

＊１. ベースモジュール、コートハンガー、ヘッドレストフックは同時に装着できません。　＊2. 取り付けには、別売のベースモジュールが必要です。
※ハンガー、フック、フォールダブルテーブル、iPadホルダー各種は同時に装着できません。

※ベースモジュール、ハンガー、フック、フォールダブルテーブル、iPadホルダー各種は、eTSI R-Lineには適合いたしません。

＊3. USB Type-C端子 -Lightning端子　＊4. USB Type-C端子 -USB Type-C端子
※ iPad、iPad Air、iPad mini、iPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。　※Androidは、Google LLCの商標です。
※価格表示は、消費税込希望小売価格（消費税抜き希望小売価格）です。　※本カタログ掲載の商品情報は、車種 /グレードにより適合不可または内容が異なる場合がございます。詳しくはお近くの正規ディーラーへお問い合わせください。

iPhone用

Android用

Utility
カーライフの満足度を高め、
楽しさを加速させる
多彩なアクセサリー。
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シートベルトパッド
柔らかいベロア素材のパッドは、シートベルトの締め付けなど
による不快感を軽減してくれます。
■ 材質：ポリエチレン、ポリウレタン、ポリエステル
■ Volkswagenロゴ入り

J0V GH5 E01　¥5,500（¥5,000）
●取付時、シートベルトの巻き取りに支障がないか確認してください。

ユーティリティボックス
小物入れやゴミ箱として使用できる便利なボックスです。

■ カラー：ブラック
■ サイズ：W240×H210×D90mm
■ 両面テープ固定式、Volkswagenロゴ入り

J0V GH5 B01　¥7,150（¥6,500）

チケットホルダー
サンバイザーにベルトで取り付けるアイテムで、パーキング
チケットやETCカードなどの収納に便利です。
■ 材質：本革、ゴム　■ カラー：ベージュ
■ Volkswagenロゴ入り、サンバイザー専用

J0V GH5 F01　¥4,950（¥4,500）

ペットシートカバー＊3

前席の背面から後席のヘッドレスト部分までを覆うシートカバー。
ペットが動き回ってもリヤシートが汚れないように保護します。
取り付けは付属のベルトで前後席のヘッドレスト部分に固定
するだけと簡単です。

■ 材質：ナイロン　■ サイズ：L1,680×W1,350mm　■ リヤシート専用

J0V GH5 A02　¥13,200 （¥12,000）
※eTSI R-Lineには適合いたしません。
※この商品はペットの安全を保証するものではありません。

＊1. サンブラインドは、Drive Recorder DR-S5-VW、Drive Recorder DR-C2-VWと同時に装着できません。
＊2. コートハンガー、ヘッドレストフック、ベースモジュールは同時に装着できません。

コートハンガー＊2

簡単に衣類を掛けることができます。

■ 構成品：1本セット　■ ヘッドレストステー固定タイプ
■ 参考取付時間（H）：0.2

00V 061 127　¥5,500（¥5,000）
※eTSI R-Lineには適合いたしません。
●安全のため、後席乗車時には必ず取り外してください。ハンガー部分
　のみ取り外し可能です。

ヘッドレストフック＊2

洋服や小物を手軽に掛けることができます。車内の整理を
お手伝いする便利アイテムです。
■ 材質：プラスチック　■ カラー：ブラック
■ 構成品：2個 /1セット　■ 最大耐荷重：1.5kg

000 061 126 A 041  ¥1,980 （¥1,800）
※eTSI R-Lineには適合いたしません。
●最大耐荷重を超える荷物などを掛けた場合、変形・破損などのおそれが
　あります。

サンブラインド＊1

ウインドーの形状に合わせて専用設計したサンブラインド。
軽い素材で作られており、きめ細かな網目が車室内に射し込む
日光を効果的に抑えます。ウインドーフレームに専用のフック
で固定するだけで簡単に脱着できます。
■ 材質：ポリエステル　■ 構成品：リヤドアウインドー左・右、リヤサイド
　 ウインドー左・右、リヤウインドー/1セット
■ 参考取付時間（H）：0.3

5H9 064 365    ¥38,500 （¥35,000）
●夜間または天候状況により暗く見える場合は、サンブラインドを取り
　外してください。

ロゴ入りロックボルト＊4

■ 材質：特殊な鉄による3層ニッケルコーティングの
　 クロムメッキ仕様
■ サイズ（構成）：M6×20mm×2本、M6×8mm×1本、
　 ロゴステッカー（ダークブルー/ホワイト）×各3枚、専用キー
　 ポーチ/1セット
■ 参考取付時間（H）：0.1
J0V FA2 B07    ¥7,700 （¥7,000）

ナンバープレートロックボルト＊4

■ 材質：特殊な鉄による3層ニッケルコーティングの
　 クロムメッキ仕様
■ サイズ（構成）：M6×20mm×2本、M6×8mm×1本、
　 専用キーポーチ/1セット
■ 参考取付時間（H）：0.1
J0V FA2 A02    ¥3,850 （¥3,500）

ナンバープレートボルト＊4

■ 材質：真鍮メッキ
■ 構成品：M6×20mm×2本、M6×8mm×1本、
　 ロゴステッカー（ブルー）×3枚 /1セット
■ 参考取付時間（H）：0.1

J0V FL1 A04    ¥5,500 （¥5,000）
●シール貼付時には、必ず脱脂処理をしてください。

＊3. フラットベッド、ペットシートカバー、チャイルドセーフティシートは同時に装着できません。　＊4. ロゴ入りロックボルト、ナンバープレートロックボルト、ナンバープレートボルトは同時に装着できません。
●ロックボルトの締め付けは、付属専用キーで行ってください。専用キー以外を使用されますと、本品の破損や傷の原因になります。取付終了後には、確認のため取付部の増し締めを必ず行ってください。
※価格表示は、消費税込希望小売価格（消費税抜き希望小売価格）です。　※本カタログ掲載の商品情報は、車種 /グレードにより適合不可または内容が異なる場合がございます。詳しくはお近くの正規ディーラーへお問い合わせください。

フラットベッド＊3

■ 材質：［シート］PUレザー、［ネット］ポリエステル、［ロープ］ポリプロピレン、エナメル、
　 ［ボード］ウレタン発泡材、［保護シート］不織布　■ カラー：ブラック×オレンジ
■ サイズ（約）：W1,200×H500×D720mm　■ 重量：約4.7kg　■ ペット用ベッド、リヤシート専用

リヤシートにセットするだけで、大型犬でも楽にくつろぐことができる空間に。座面はクッション
とボードの二重構造で快適に過ごせます。本体の前面（前席側）は、メッシュ素材を用いた大きな
ウインドーを採用し前席から様子を確認できます。

J0V GL1 A01　 ¥44,000 （¥40,000）
※eTSI R-Lineには適合いたしません。
※この商品はペットの安全を保障するものではありません。　※掲載車両はTiguanです。

Utility
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Volkswagen Accessories

 愛知県豊橋市明海町5-10   〒441-8550
フォルクスワーゲン カスタマーセンター    0120-993-199 

www.volkswagen.co.jp

●商品の価格は発行月現在の希望小売価格であり、全て消費税（10%）が含まれております。取付工賃などは含まれておりません。
●予告なく商品名、品番、価格、仕様などを変更する場合があります。また、予告なく商品の販売を終了する場合があります。あらかじめご了承ください。
●外観・色については、撮影および印刷条件により、実物と異なって見える場合があります。
●当社の許可なく、本カタログの一部または全部を複製・転写することを禁じます。
●掲載車両は、一部日本仕様と異なる場合があります。

JAC5H9A01 FCS '21.7月発行 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います。

詳細はフォルクスワーゲン正規
ディーラーにお問い合せください。

Accessories for Golf Variant




