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Accessories for Tiguan

SUVの新時代を拓く、知性を秘めた胸躍るダイナミズム。
見慣れた街さえ楽しく変える、遊び心が詰まったティグアン。
その可能性を、無限大に広げていくアクセサリー。
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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。
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フロアマット プレミアムクリーン
ロングドライブ時の疲労軽減・耐摩耗性に優れたBCFナイロン製カーペットを採用。
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
めた生地のフロントサイドには「Tiguan」のアルミエンブレムを配しています。
■ 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・抗アレル物質・抗ウィルス）、
　 　　 ［裏地］合成ゴム エフェクティブスパイク付
■ 構成品：5点（フロント2点、リヤ3点）/1セット　■ 難燃加工、［フロント］Tiguanロゴ入り

J5N BM5 R17    PCL    ¥60,500 （¥55,000）

フロアマット プレミアムクリーンに採用

アレルキャッチャーとは、人工酵素を特殊技術により結合させた繊維を用いた、高機能不織布です。
抗菌・消臭・防ダニ・抗アレル物質・抗ウィルスの5つに優れた機能を発現。日本アトピー協会の推薦を
取得した安心な素材です。

※アレルキャッチャーは大和紡績株式会社の登録商標です。
※各種性能は測定結果であり、性能を保証するものではありません。　※すべての種類の細菌、臭い、ダニ、アレル物質、ウィルスを完全に低減、除去できるものではありません。

●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 プレミアムクリーン（グレーカモフラージュ）
プレミアムクリーンの機能はそのままに、存在感のある迷彩柄がアクティブな印象を
演出します。
■ 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・抗アレル物質・抗ウィルス）、
　 　　 ［裏地］合成ゴム エフェクティブスパイク付
■ 構成品：5点（フロント2点、リヤ3点）/1セット　■ 難燃加工、［フロント］Tiguanロゴ入り

J5N BM5 R19    GCM    ¥60,500 （¥55,000）

Floor Mat

心地よさ、上質さと、
足もとから伝わってくる優しい感触。

Formal
さりげない上質感

Active
アクティブな高揚感
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●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。

ラバーマット
付着した泥汚れを簡単に水で洗い流すことができるラバー素材の純正マット。
フロアマット用固定フックに合わせたホールを装備しているため、走行中に
ラバーマット自体が不用意にずれることはありません。
■ カラー：チタンブラック　■ 構成品：2点 /1セット（フロント・リヤ別売）
■ ［フロント］TIGUANロゴ入り

［フロント］ 5NC 061 502    82V ¥11,550 （¥10,500）
［リ ヤ］ 5NA 061 512    82V ¥11,550 （¥10,500）

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「Tiguan」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：5点（フロント2点、リヤ3点）/1セット　■ ［フロント］Tiguanロゴ入り

J5N BM5 R17    GRB ¥49,500 （¥45,000）

Sporty
走りへの一体感

Floor Mat
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●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。

ルームミラーカバー
車外から見たときのルームミラーをスタイリッシュに演出する
アイテムです。インテリアのドレスアップとして効果を発揮します。
■ 材質：［カーボン調］PMMA、［クローム］ABS /クロームメッキ
■ 装着方法：両面テープ貼付式　■ 参考取付時間（H）： 0.2

［カーボン調］ J5T EB5 C01    CBN ¥8,800 （¥8,000）
［ク ロ ー ム］ J5T EB5 D01    CRM ¥8,800 （¥8,000）

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
ペダルカバーセット。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。
■ 参考取付時間（H）：0.2

5G2 064 205    ¥24,200 （¥22,000）
※掲載車両はGolfです。
※R-Line、Rには適合いたしません。

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に、「TIGUAN」タグをフロントサイドにあしらったフロア
マットです。
■ カラー：ブラック　■ 構成品：4点（フロント2点、リヤ2点）/1セット
■ ［フロント］TIGUANタグ入り

5NC 061 270    WGK ¥35,200 （¥32,000）
※掲載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。

Floor Mat
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サイドバイザー
雨天走行時の室内換気に便利なサイドバイザー。
ドアミラー上部からルーフにいたるボディ上端ラインに沿ってデザインされた専用設計品です。
材質は耐衝撃性を重視したアクリル、色は透過性の高いスモークグレーを採用しています。
■ 材質：耐衝撃アクリル　■ 構成品：フロント左・右、リヤ左・右 /1セット
■ 装着方法：貼付式、金具併用　■ 参考取付時間（H）：0.4
J5N FC1 A01    ¥36,300 （¥33,000）
●サイドバイザーの裏側に手などを入れないでください。
●ウインドーをお手入れする際は、ウインドーを下げて行ってください。

※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。

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］0.8、［リヤ］0.8

［ フロント ］ 5NA 075 111 ¥10,450 （¥9,500）
［ リ     ヤ ］ 5NA 075 101 ¥10,450 （¥9,500）
※R-Line、Rには適合いたしません。

スノーブレード
金属製のワイパーブレードに薄いゴムを被覆した専用スノー
ブレード。柔らかいゴムがブレード金属部の凍結を防ぎ、
氷点下の走行での安定した拭き性能と高い耐久性を実現
しています。ワイパーアームとの脱着も容易でスムーズ
です。
■ 構成品：1本入り　■ 参考取付時間（H）：0.2
［運転席用］ J0V LB1 C04    ¥13,750 （¥12,500）
［助手席用］ J0V LB1 C08    ¥9,240 （¥8,400）
※消耗品のため、保証の対象外となります。
●気象や走行状況によっては、ビビリや拭き残しが出る場合があります。

ウォルフスブルク ステッカー
ウォルフスブルクの紋章を象ったステッカーです。フェンダー
やCピラーなどお好みの場所に貼り付けて個性をさりげなく
アピールします。
■ カラー：ブラック/クローム　■ サイズ：W50×H65mm
■ 構成品：ステッカー2枚、説明書、クリーニングクロス/1セット
■ 参考取付時間（H）：0.2
5C0 064 317 AS XRW    ¥3,520 （¥3,200）

Exterior
知性あふれる洗練されたフォルムに
あなたらしさを加える楽しさ。
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ドアシルプレート（ステンレス）＊1

乗降時の足もとの印象を際立たせる高級感あふれるドアシルプレート。
サビに強いステンレス製で、バフ仕上げが輝きを演出します。
■ 材質：ステンレス　■ 構成品：フロント左・右 /1セット
■ 装着方法：貼付式　■ TIGUANロゴ入り　■ 参考取付時間（H）：0.4

5NA 071 303    ¥23,100 （¥21,000）

＊1. ドアシルプレート（ステンレス）、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）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。

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）＊1

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/シルバーライン
■ 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）：0.8

5NA 071 310    ZMD    ¥18,150 （¥16,500）

フィンガープロテクションフィルム
ドアノブを握った際にツメや指輪などで傷付けやすいパネルの窪み部分を効果的
に保護する透明フィルム。ドアの形状に合わせてカッティングしているため、曲面
のあるドアノブパネルの窪みにもピッタリと貼ることができます。
■ 材質：合成樹脂　■ 装着方法：貼付式
■ 構成品：2ドア分 /1セット　■ 参考取付時間（H）：0.2

J1K VC1 G02    ¥3,850 （¥3,500）
●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。

Protection
いつまでも気持ちよく
快適に乗り続けるために。
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＊1. リヤバンパープロテクションフィルム、リヤバンパープレー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。

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）：0.4

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

5NA 071 360 ¥11,000 （¥10,000）

5NA 061 197 ¥11,000 （¥10,000）

リヤバンパープレート＊1

リヤバンパーの上面に貼り付けてカーゴステップを保護するアルミ調のプレート
です。荷物を出し入れなどする際にバンパー上部が傷付くのを防ぎます。また、
機能性のあるデザインがリヤビューを引き締めます。
■ 材質：ABS　■ カラー：シルバー
■ 装着方法：貼付式　■ 参考取付時間（H）：0.5
5NA 061 195 A    ¥20,900 （¥19,000）

Protection
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＊1. 取り付けには、別売のキャリングロッドが必要です。
●各種アタッチメント（ルーフボックス、サイドオーニング、ホルダー）、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（ルーフボックス、カヤック、サーフボード）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。

※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。

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：L1,408×W889×H［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   ¥126,500 （¥115,000）

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：L1,900×W750×H390mm　■ 重量：19kg　■ 容量：340L
　 000 071 200 AD    ¥110,000 （¥100,000）
［XL］ ■ サイズ：L2,300×W750×H390mm　■ 重量：21kg　■ 容量：460L
　 000 071 200 AE    ¥132,000 （¥120,000）
※掲載画像はMサイズです。

Transport
日常とは違う、
特別な世界が待っている。
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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：L1,950×W200×H395mm

00V 061 202    ¥30,800 （¥28,000）

＊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と同時に装着できません。
●各種アタッチメント（ルーフボックス、サイドオーニング、ホルダー）、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。
●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。　※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。

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　■ 重量：5.2kg　■ 最大積載量：75kg（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）：0.3
5QF 071 151    ¥52,800 （¥48,000）

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）

TransportTransport
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カヤックホルダー＊1

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。
■ 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

1K0 071 127 A    ¥17,600 （¥16,000）
※積載物の種類によっては、リヤゲートを開けた際にスポイラーと接触いたしますのでご注意ください。

スキー＆スノーボードホルダー＊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。
キャリングロッドに取り付けて使用します。
■ 材質：アルミ　■ 対応サイズ：W640mm　■ 重量：4kg　■ 最大積載量：36kg
■ キーロック付、T-スロットタイプ　■ 参考取付時間（H）：0.2

000 071 129 N    ¥29,700 （¥27,000）
※積載物の種類によっては、リヤゲートを開けた際にスポイラーと接触いたしますのでご注意ください。

＊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（ルーフボックス、サイドオーニング、ホルダー）、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（ルーフボックス、カヤック、サーフボード）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。
●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。

※異なる種類のルーフボックスおよびホルダー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］φ22-80ｍｍ（楕円形チューブの場合：最大80×100mm）
■ 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    ¥38,500 （¥35,000）
※積載物の種類によっては、リヤゲートを開けた際にスポイラーと接触いたしますのでご注意ください。

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：1.1kg
■ 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    ¥19,800 （¥18,000）
※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。
※積載物の種類によっては、リヤゲートを開けた際にスポイラーと接触いたしますのでご注意ください。

TransportTransport

10  Accessories for Tiguan



＊1. ラゲージライナー、ラゲージトレー、ラゲージインレー、リバーシブルラゲージマットは同時に装着できません。　＊2. ラゲージライナー、ラゲージネットは同時に装着できません。
＊3. ラゲージライナー、ラゲージホルダー、ラゲージネットカバー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。

ラゲージインレー＊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。使用しないときには巻いて収納
できます。

5NA 061 160    ¥13,750 （¥12,500）

■ 材質：ポリエチレン　■ サイズ：L835×W1,055×H40mm
■ ラゲージルーム一体成型デザイン

ラゲージライナー＊1＊2＊3

ラゲージルーム全体をカバーする一体成型タイプの大型トレーです。
ポリエチレン製で防水性を備え、汚れた物や濡れた物をラゲージルーム
を汚すことなくそのまま積み込むことができます。

5NA 061 162    ¥30,800 （¥28,000）

■ 材質：ポリエチレン　■ サイズ：L800×W1,050×H65～200mm
■ ラゲージルーム一体成型デザイン、TIGUANロゴ入り

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：L845×W1,050×H40mm
■ ラゲージルーム一体成型デザイン、TIGUANロゴ入り

5NA 061 161    ¥18,150 （¥16,500）

パーティショングリル
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　■ 格子タイプ
■ 参考取付時間（H）：0.8
5NA 071 221    ¥39,600 （¥36,000）

Luggage
自由に満ちた空間を、
最大限に活用する。
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LEDリヤゲートサポートランプ
ラゲージルーム全体を上部から照らし、暗いところでの荷物の積み降
ろしをサポートします。リヤゲート内側部分に装着します。

■ 仕様：LED点灯色：白色、リヤゲート開閉連動
■ 参考取付時間（H）：1.0

J0V GH5 G01    ¥16,500 （¥15,000）
※掲載車両はPoloです。
※車種により、LEDの取付位置など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。

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
■ Volkswagenロゴ入り

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。

ラゲージホルダー＊3

リヤシートバックに装着する収納ケース
です。ラゲージスペースを整理するのに最
適です。
■ 材質：ナイロン
■ リヤシートバック専用、Volkswagenロゴ入り

J0V GH5 D01    ¥  8,800 （¥ 8,000）

ラゲージネットカバー＊3

ネットで荷物を包み込み、ラゲージルーム
の整理をお手伝いする便利アイテムです。
■ 材質：ポリプロピレン　■ 構成品：２個入り
■ 参考取付時間（H）：0.1
J00 FA3 A05    ¥3,300 （¥3,000）

＊1. リバーシブルラゲージマット、ラゲージライナー、ラゲージトレー、ラゲージインレーは同時に装着できません。　＊2. ラゲージネット、ラゲージライナーは同時に装着できません。
＊3. ラゲージホルダー、ラゲージネットカバー、ラゲージライナー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：ポリエチレン　■ カラー：ブラック
■ サイズ：L1,650×W1,050mm

5NA 061 210    ¥23,100 （¥21,000）

ラゲージネット＊2

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：合成繊維　■ カラー：ブラック

5N0 065 111    ¥11,440 （¥10,400）
●フック4ヶ所留め。
　重量物・突起物の収納はできません。

ラゲージコンパートメント
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）
●掲載画像はGolfです。

LuggageLuggage

12  Accessories for Tiguan



※ホイールの価格には、取り付けに必要な後述のパーツが含まれております。
＊1. メタルバルブ（3AA 998 275 A）¥11,440（¥2,600×4個）〈1台分〉、タイヤエアーセンサー（5Q0 907 275 G）¥82,280（¥18,700×4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）¥231（¥210）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は同時に装着できません。

※ホイールの価格表示に、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。

Kapstadt / カプシュタッド＊1

■ 材質：アルミ　■ サイズ：8J-20　■ インセット：41mm
■ タイヤサイズ：235/45 R20 100V
■ 参考取付時間（H）：1.0　■ 付属品：VWセンターキャップ

5NA 071 490    Z49    ¥454,520 （¥413,200）〈１台分〉
※Rには適合いたしません。

Auckland / オークランド＊1

■ 材質：アルミ　■ サイズ：7J-19　■ インセット：43mm
■ タイヤサイズ：235/50 R19 99V
■ 参考取付時間（H）：1.0　■ 付属品：VWセンターキャップ

5NA 071 499    NQ9    ¥480,920 （¥437,200）〈１台分〉

エアバルブキャップ

■ 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 D    ¥5,500 （¥5,000）

ダイナミック
ホイールハブキャップ
タイヤの回転に関係なく、運転中や駐車
時など、いつどのタイミングでもVWロゴ
が正位置となるホイールハブキャップです。
■ サイズ：［内径］約53mm、［外径］約66mm
■ 構成品：4個 /1セット
000 071 213 D    ¥19,800 （¥18,000）

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。

Wheel

見た人を惹きつける
洗練されたあしらいで
爽快感が心を満たす。
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＊1. 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。　※ホイールの価格には、取り付けに必要な後述のパーツが含まれております。
＊2. メタルバルブ（3AA 998 275 A）¥11,440（¥2,600×4個）〈1台分〉、タイヤエアーセンサー（5Q0 907 275 G）¥82,280（¥18,700×4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）¥231（¥210）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は同時に装着できません。

※ホイールの価格表示に、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。

Sebring / セブリング＊2

スノーネット＊1

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。
■ 7J-17インセット+40mm & 215/65 R17タイヤ装着車、
　 6.5J-17インセット+38mm & 215/65 R17タイヤ装着車用
■ 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

■ 材質：アルミ　■ サイズ：7J-18　■ インセット：43mm
■ タイヤサイズ：235/55 R18 100V
■ 参考取付時間（H）：1.0　■ 付属品：VWセンターキャップ

5NA 071 498    88Z
¥313,720 （¥285,200）〈１台分〉
※Rには適合いたしません。

［6291WD］J00 LA2 B20    ¥60,500 （¥55,000）
※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。

Merano / メラーノ＊2

■ 材質：アルミ　■ サイズ：6.5J-17　■ インセット：38mm
■ タイヤサイズ：215/65 R17 99V
■ 参考取付時間（H）：1.0　■ 付属品：VWセンターキャップ

5NA 071 497 A  8Z8
¥291,720 （¥265,200）〈１台分〉
※Rには適合いたしません。

Corvara / コルヴァーラ＊2

■ 材質：アルミ　■ サイズ：6.5J-17　■ インセット：38mm
■ タイヤサイズ：215/65 R17 99V
■ 参考取付時間（H）：1.0　■ 付属品：VWセンターキャップ

5NA 071 497    8Z8
¥300,520 （¥273,200）〈１台分〉
※Rには適合いたしません。

for Winter

Wheel
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＊1. Drive Recorder DR-S5-VW、Drive Recorder DR-C2-VW、サンブラインドは同時に装着できません。
※商品によって機能は異なります。　※すべての状況において録画を保証するものではありません。本機、および車体の損傷で記録機能が正常に作動しない場合があります。
※LED灯火類は点滅したり光っていないように見える場合があります。　※DR-S5-VW、DR-C2-VW、DR-C1-VWについて、仕様の詳細、最新ビューワーなどの情報は

「 https://www.volkswagen.co.jp/ja/afterservice/acc/highlight/driverecorder.html 」でご覧いただけます。　※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。

Drive 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。

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。
■ 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（J0V DD6 A07）¥2,090（¥950×2個）

J0V DE3 A03    ¥71,500 （¥65,000）
※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

前方QHD・後方フルHDの高精細同時録画を実現

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。

2.4インチタッチパネル液晶を採用

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。

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。

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。
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。
■ リヤカメラ付属　■ 専用microSDカード（32GB）付　■ 参考取付時間（H）：2.8
■ 装着時必要部品：分岐コード（J0V DD6 A07）¥1,045（¥950）

J0V DD9 E01    ¥54,450 （¥49,500）
※Drive Recorder DR-C2-VWは、3年間保証の適用となります。

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

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。
■ 専用microSDカード（16GB）付　■ 参考取付時間（H）：1.0
■ 装着時必要部品：分岐コード（J0V DD6 A07）¥1,045（¥950）

J0V DD9 E02      ¥29,700 （¥27,000）
※Drive Recorder DR-C1-VWは、3年間保証の適用となります。

2560×1440

フロント映像

1920×1080

リヤ映像

DR-S5-VW

従来品

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）：1.0
■ 装着時必要部品：
　 分岐コード（J0V DD6 A07）¥1,045（¥950）

駐車モードケーブル（オプション）
［DR-C2-VW、DR-C1-VW共通］
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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 ●＊1 ●＊2 －＊3

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）＊4
（常時/モーション/常時＋イベント

/モーション＋イベント）＊4

フレームレート LED信号対応 ●＊5 ●＊6 ●＊6

容量 最大64GB ●＊7 ●＊7 ●＊7

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＊8のみ PCビューワー＊8のみ

＊1. スーパーナイトビジョン2.0 SONY Exmor R STARVISTM　＊2. ナイトビジョンVer. 3 STARVISTM IMX327　＊3. 夜間補正機能付
＊4. オプションの駐車モードケーブルが必要です。　＊5. 29fps　＊6. 30fps　＊7. 付属品より大きい容量のmicroSDカードはオプションです。　＊8. Windows専用

※すべての状況において録画を保証するものではありません。本機、および車体の損傷で記録機能が正常に作動しない場合があります。
※LED灯火類は点滅したり光っていないように見える場合があります。

Drive Recorder
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iPhone用 Android用

＊1. ベースモジュール、フラットベッド、ペットシートカバー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。
＊3. USB Type-C端子 - Lightning端子　＊4. USB Type-C端子 - USB Type-C端子　※フォールダブルテーブル、ハンガー、フック、iPadホルダー各種は同時に装着できません。

※ iPadホルダー各種は、仕様に記載のないモデル・世代の iPadではご使用いただけません。
※ 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。

※掲載車両は、一部別モデルが含まれます。　※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。

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    ¥25,300 （¥23,000）

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。

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。

ベースモジュール＊1

■ 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

フォールダブルテーブル、ハンガー、フック、iPadホルダー
を固定するためのベースアイテムです。

000 061 122    ¥4,950 （¥4,500）

ハンガー＊2

■ 材質：プラスチック　■ 取り外し式

000 061 127 B    ¥12,100 （¥11,000）
●安全のため、後席乗車時には必ず取り外してください。

シワを気にせず衣類を掛けることができます。

フォールダブルテーブル＊2

■ 材質：プラスチック　■ サイズ：W290×H370×D63mm

000 061 124    ¥22,000 （¥20,000）
●安全のため、走行時にはテーブルを格納してください。

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。

フック＊2

■ 材質：プラスチック　■ 最大耐荷重：1.5kg

000 061 126 B    ¥6,050 （¥5,500）
●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。

傾きや振動が気になる荷物を運ぶ際に役立ちます。

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ロゴ入り

［iPhone用：70cm］
000 051 446 BB    ¥6,600 （¥6,000）＊3

［Android用Type-C：70cm］
000 051 446 BC    ¥6,050 （¥5,500）＊4

●車両のUSB Type-C端子と接続できます。

2in1ディスプレイクリーナー
洗浄剤のスプレーと拭き上げ用マイクロファイバーが
一体となっており、これ1台でディスプレイの指紋や
ほこりをきれいにすることができます。
■ 容量（洗浄剤）：10.5mL　■ Plexiglasカバー付
■ 別売品：リフィル（000 096 311 AE）¥1,980（¥1,800）
［ターコイズ］ 000 096 311 AD 3H1
［ダークブルー］ 000 096 311 AD 530
［ライトグレー］ 000 096 311 AD 573
［イエロー］ 000 096 311 AD 655
［ピンク］ 000 096 311 AD L19
各¥2,200 （¥2,000）
※この商品はアルコール等を含みませんので、除菌・殺菌効果は
　ございません。

Utility
多彩なアクセサリーが、
あなたのライフシーンに応える。
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Type-A×2

Type-A&C

＊1. サンブラインド、Drive Recorder DR-S5-VW、Drive Recorder DR-C2-VWは同時に装着できません。
※掲載車両は、一部別モデルが含まれます。　※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。

サンブラインド＊1

■ 材質：ポリエステル（フレキシブルスプリングステール）
■ 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、取付キット/1セット
■ 参考取付時間（H）：0.3

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。

5NA 064 365    ¥40,700 （¥37,000）
※掲載車両は、一部実際の車両と異なります。
●ウインドーを閉じた状態で使用してください。
●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。

アルミダブルUSBチャージャー
シガーライターソケットに接続することで使用できる２ポー
トのUSBチャージャーです。白色LEDが見た目だけで
なく、暗い中で見つけるのを助けてくれます。
■ 材質：アルミ　■ Volkswagenロゴ入り

［Type-A×2］
■ 2.4Aまで許容のUSB Type-Aポートが2口
000 051 443 D ¥4,950 （¥4,500）
［Type-A&C］
■ 3Aまで許容のUSB Type-Aポート、Type-Cポートが各1口
000 051 443 F ¥6,050 （¥5,500）
●電流が許容量を超えた場合、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。
●ポートと規格が一致する端子の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。

リバースチャイム
シフトがリバースに入ると連動してチャイムを
鳴らし、シフトの入れ間違いを防ぎます。
■ 参考取付時間（H）：0.5
■ 構成品：コントロールユニット、ハーネス、ショートパーツ 
　 /1セット

J0V VC1 C01 A    ¥12,100 （¥11,000）

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）

MIB3 TVチューナー
純正インフォテイメントシステムでTVをお楽しみいただけ 
ます。ワンセグ/フルセグ自動切替とエリア移動追従機能 
で、映像データを途切れなく安定してキャッチします。
■ 参考取付時間（H）：0.5
■ ワンセグ/フルセグ自動切替、エリア移動追従機能、
　 字幕表示、放送局お気に入り登録

J0V DC2 MIB    ¥40,150 （¥36,500）
※MIB3 Discover Pro、Ready 2 Discover
　ソフトウェア バージョン 290以上に適合いたします。

Utility
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フラットベッド＊1＊2

■ 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）
※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. フラットベッド、ペットシートカバー、チャイルドシートは同時に装着できません。　＊2. フラットベッド、ペットシートカバー、ベースモジュールは同時に装着できません。
＊3. 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。
●ステッカーの貼付時には、必ず脱脂処理をしてください。　※掲載車両は、一部別モデルが含まれます。　※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。

J0V FA2 A02    ¥3,850 （¥3,500）

ナンバープレートロックボルト＊3

■ 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

ロゴ入りロックボルト＊3

■ 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、M6×7mm×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）

ペットシートカバー＊1＊2

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

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。

J0V GH5 A02    ¥13,200 （¥12,000）
※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。

J0V FL1 A04    ¥5,500 （¥5,000）

ナンバープレートボルト＊3

■ 材質：真鍮メッキ
■ サイズ（構成）：フロント用20mm×2本、リヤ用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

ボディカバー

■ 材質：ポリエステル、防炎加工
■ アンテナベースポケット、Tiguanロゴ入り大型収納袋付

車専用にデザインされた高級感あふれるボディカバー。
お出かけ先に持っていくのに便利な大型収納袋付き。

J5N GA1 B01    ¥29,700 （¥27,000）
●キャリングロッド装着車は、キャリングロッドを取り外してから装着してください。
※通気性確保のため、完全防水ではありません。

UtilityUtility
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チャイルドシート適合表

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12年 齢

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12131415 0~5 6~11月 齢

iSize Infant
~83 cm, ~13 kg

iSize DualFix

iSize KidFix / iSize KidFix GTI

~105 cm, ~18 kg ~105 cm, ~18 kg

100～150 cm

iSize TriFix
76~105 cm, ~18 kg

商品名
推奨身長 , 推奨体重

後ろ向きに固定

前向きに固定

凡　例

Child Seat iSize Infant＊1

新生児から生後15ヶ月頃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：6.7kg　■ 身長83cm、体重13kgまで
■ 装備：スライディング・ヘッドレスト調整機構付

11A 019 900    ¥58,300 （¥53,000）
●装着方法：座席の3点式シートベルトで、後ろ向きに固定。
※ ISOFIX固定をするには、別売のBase Stationが必要です。

Child Seat iSize KidFix＊1

Child Seat iSize KidFix GTI＊1

3歳半から12歳頃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：8.4kg　■ 身長100～150cm
■ 装備：ヘッドレスト調整機構付、ISOFIX対応品

［ iSize KidFix］ 11A 019 906 ¥66,000 （¥60,000）
［ iSize KidFix GTI］ 5HV 019 906 ¥71,500 （¥65,000）
●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］L255×W255×H80mm

000 019 819 C    ¥8,800 （¥8,000）

＊1. チャイルドシート、フラットベッド、ペットシートカバーは同時に装着できません。
※通常は、チャイルド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た上で、エアバッグスイッチを切ってご使用ください。

●記載されている年齢は目安ですので、お子様の身長・体重に合わせてチャイルドシートをお選びください。
●チャイルドシートをご使用の際は、チャイルド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。
※掲載車両は、一部別モデルが含まれます。　※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。

iSize KidFix

iSize KidFix GTI

Child Seat iSize TriFix＊1

生後15ヶ月頃から4歳頃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：12.1kg　■ 身長76～105cm、体重18kgまで
■ 装備：シート角度・ヘッドレスト調整機構付、ISOFIX対応品

11A 019 909    ¥72,600 （¥66,000）
●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。

Base Station＊1

for Child Seat iSize Infant

11A 019 907
¥55,000 （¥50,000）
●Child Seat iSize Infant
　専用アイテム

乗せ降ろしの利便性を高める
360度回転台。

Child Seat iSize DualFix＊1

新生児から4歳頃までの乳幼児を対象にしたベビー
兼チャイルドシート。乗せ降ろしの利便性を高めた
360度回転台付きです。
■ 材質：［表生地・中綿］ポリエステル100％
■ 重量：18.5kg　■ 身長105cm、体重18kgまで
■ 装備：回転台付、スライディング・ヘッドレスト調整機構付、
　 ISOFIX対応品

11A 019 902    ¥110,000 （¥100,000）
●装着方法：
　［～生後15ヶ月］ ISOFIX固定フックで、後ろ向きに固定。
　［それ以降］ ISOFIX固定フックで、前向きに固定。

Child Safety
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ワーニングトライアングル
一般道路および高速道路でやむなく停止する場合に必要な
三角停止表示板です。
■ 重量：0.48kg
■ 欧州規格（ECE27）および国土交通省認定（E13 0017）
000 093 055 AA    ¥3,520 （¥3,200）
●ラゲージルーム内または車内の走行安全上支障のない所にて収納
またはベルトなどで固定してください。

ライフハンマー
緊急脱出用のハンマーです。
ホルダーによりサイドポケットに設置することができます。
■ 緊急脱出用、シートベルトカッター付
■ TÜV認証取得
000 093 101 B    ¥3,850 （¥3,500）
●ラミネート加工のガラスには使用できません。
●ハンマー部を強く押し付けるとピックが飛び出ます。

セーフティキット
緊急事態に役立つワーニングトライアングルと車外の作業
に役立つ安全ベスト、専用収納袋をセットにしました。
■ 構成品：安全ベスト、ワーニングトライアングル、収納袋

000 093 059 B    ¥3,520 （¥3,200）
●ラゲージルーム内または車内の走行安全上支障のない所にて収納
またはベルトなどで固定してください。

LED非常信号灯
車検にも対応するLED式の非常信号灯です。
マグネットによりボディー外板に設置できます。
■ 付属品：テスト用単4アルカリ電池×2本
■ 連続8時間点灯　■ マグネット付、IPX3相当防雨機能付
J0V EM1 A01    ¥1,100 （¥1,000）
●非常信号灯ホルダーに取付可

●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、撮影およびお客様のご覧になる条件により、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。

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。

 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
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