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up!アクセサリーカタログについてのご案内

「Accessories for up!（JAC1S0A04 FCS ’19.10月発行）」に掲載されております内容に誤りがございました。
謹んでお詫びを申し上げますとともに、下記のように訂正をさせていただきます。

◆P14　『フィンガープロテクションフィルム』品番につきまして

　【誤】    【正】
　J5G VC1 G02   J1K VC1 G02

◆P16　『キャリングロッド（cross up!専用）』品番につきまして

　【誤】    【正】
　1S0 007 151   1S0 071 151

　以下商品は販売終了に伴い、新しい仕様と品番での販売となります。

　◆P6　『フロアマット（フラワー）［レッド］』

　　【旧】
　　■ 材質：［表地］BCFナイロン（消臭・難燃加工）、［裏地］合成ゴム、
　　［レッド］3ポイントスパイク付、［ホワイト］エフェクティブスパイク付
　　［レッド］J1S BM5 R13    FLR

　　【新】
　　■ 材質：［表地］BCFナイロン（消臭・難燃加工）、［裏地］合成ゴム、エフェクティブスパイク付
　　［レッド］J1S BM5 R17    FLR

　以下商品は在庫限りで販売終了（※印の商品は、今シーズンの販売を終了）とさせていただきます。

　P07　『ルームミラーカバー［コーンフラワーブルー］』（J1S EB5 C01    CBL）
　P07　『ルームミラーカバー［ホットオレンジ］』（J1S EB5 C01    HOR）
　P08　『シフトカバーパネル［キャンディホワイト］』（J1S EB5 D01    PB4）
　P08　『シフトカバーパネル［リフレックスシルバー］』（J1S EB5 D01    P8E）
　P10　『ミラーノブカバー』（J5C VC1 A01）
　P10　『パワーウインドゥスイッチパネル［ハニーイエロー］』（J1S EB5 E02    PG8）
　P10　『パワーウインドゥスイッチパネル［リフレックスシルバー］』（J1S EB5 E02    P8E）
　P16　『キャリングロッドケース』（000 071 156 A）
　P20　『SNOWTEX［2925］』（J00 LA2 D01）
　P20　『SNOWTEX［3125］』（J00 LA2 D02）
　P20　『スノーネット［0276WD］』（J00 LA2 B19 A）（※）
　P30　『プレミアムポーレンフィルター』（J0V LB1 D04）

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。

’20.1月発行
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Life with
よりシャープに、スポーティさを増したスタイル。

街中でのきびきびした軽快な走りは

up!ならではのもの。

あなたならではの個性をプラスし

あなただけのup!に。

up!
up!

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

●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。

「　　　　　　」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

・ 「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：（プレミアムクリーン）S1304702A、（プレミアムクリーン グレーカモフラージュ）S1304705A〉。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。

■ 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

快適なドライビングは
足もとから。

Formal
さりげない上質感

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「up!」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/1セット

J1S BM5 R17    PCL   ¥33,000（¥30,000）
※GTIには適合いたしません。

アクティブな高揚感

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/1セット

J1S BM5 R19    GCM    ¥33,000 （¥30,000）
※GTIには適合いたしません。

Floor Mat

Active

up!
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up!

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

フロント

フロアマットの構成

リヤ

Floor Mat
Sporty
走りへの一体感

＊1. 一部の車両には適合いたしません。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。
●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。

Interior
フットレスト

■ 材質：［ベース］スチール、［踏面］ステンレス
■ 右ハンドル、ASG車用　■ 参考取付時間（H）：0.3

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。

J1S VC1 A01　¥19,800（¥18,000）
※GTIには適合いたしません。
※掲載車両はGolfです。

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「up!」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/1セット

J1S BM5 R17　GRB　¥27,500（¥25,000）
※GTIには適合いたしません。

フロアマット（GTI）
GTIのフロントグリルをイメージした赤いストライプとGTIロゴの刺繍を 
施したフロアマットです。GTIロゴの下側にはカーボンをイメージしたスト
ライプがスポーティさを強調し、足もとの印象を引き締めます。
■ 材質：［表地］BCFナイロン（消臭・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/1セット

J1S BM5 R18    GTI   ¥38,500 （¥35,000）
［GTI＊1］ J1S BM5 R19    GTI   ¥38,500 （¥35,000）

［フロント］　1S2 061 501    041   ¥8,250（¥7,500）
［ リ     ヤ ］　1S0 061 511    041   ¥6,600（¥6,000）

ラバーマット

■ カラー：ブラック　■ 構成品：左・右/1セット（フロント・リヤ別売）
■ ［フロント］up!ロゴ入り

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。フロアマット用フックに合わせて固定
ホールを装備しているため、走行中にラバーマットが不用意 
にずれることはありません。

［ レ ッ ド ］　J1S BM5 R13　FLR　¥27,500（¥25,000）
［ホワイト］　J1S BM5 R17　FLW　¥27,500（¥25,000）
※GTIには適合いたしません。

フロアマット（フラワー）

■ 材質：［表地］BCFナイロン（消臭・難燃加工）、
　 ［裏地］合成ゴム、［レッド］3ポイントスパイク付、［ホワイト］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/1セット

毛足の長いマットにシンプルな花柄をイメージした押し型加工を施しました。フロントサイドの「up!」
のロゴ色と合わせて色付けしたひとつの花柄がワンポイントです。カラーは鮮やかなレッドと爽やか 
なホワイトからお選びいただけます。

5  6Accessories for up! Accessories for up!
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Interior

ルームミラーカバー
ボディカラーに合わせてファッショナブルなコーディネートを 
お楽しみいただけます。カラーは全8色から選択できます。

■ 材質：ABS（ピアノブラックのみアクリル）　
■ 装着方法：両面テープ貼付式　■ 参考取付時間（H）：0.2
［ティールブルー］ J1S EB5 C01    PB2
［トルネードレッド］ J1S EB5 C01    PG2
［ブルーベリー］ J1S EB5 C01    BBR
［コーンフラワーブルー］   J1S EB5 C01    CBL
［ホットオレンジ］ J1S EB5 C01    HOR
［ライトブルー］ J1S EB5 C01    P0U
［ピアノブラック］ J1S EB5 C01    BLK
［ピュアホワイト］ J1S EB5 C01    WHT

¥8,800（¥8,000）

センターコンソールパネル
インテリアパネルに合わせて車内のトータルコーディネートを 
お楽しみいただけます。カラーは全11色から選択できます。
統一感のあるインテリアはデザインを引き締めます。
■ 材質：ABS（ピアノブラックのみアクリル）　
■ 装着方法：両面テープ貼付式　■ 参考取付時間（H）：0.3
［ハニーイエロー］ J1S EB5 A01    PG8
［ティールブルー］ J1S EB5 A01    PB2
［トルネードレッド］ J1S EB5 A01    PG2
［ブルーベリー］ J1S EB5 A01    BBR
［キャンディホワイト］ J1S EB5 A01    PB4
［コーンフラワーブルー］ J1S EB5 A01    CBL
［ホットオレンジ］ J1S EB5 A01    HOR
［ライトブルー］ J1S EB5 A01    P0U
［ピアノブラック］ J1S EB5 A01    BLK
［ダークシルバー］ J1S EB5 A01    PK5
［ピュアホワイト］ J1S EB5 A01    WHT

¥15,400（¥14,000）

シフトカバーパネル
インテリアパネルに合わせて車内のトータルコーディネートを
お楽しみいただけます。カラーは全10色から選択できます。
ファッショナブルな車内はドライブをハッピーにしてくれます。

■ 材質：ABS（ピアノブラックのみアクリル）　
■ 装着方法：両面テープ貼付式　■ 参考取付時間（H）：0.2

［ティールブルー］ J1S EB5 D01    PB2
［トルネードレッド］ J1S EB5 D01    PG2
［ブルーベリー］ J1S EB5 D01    BBR
［キャンディホワイト］ J1S EB5 D01    PB4
［リフレックスシルバー］ J1S EB5 D01    P8E
［コーンフラワーブルー］ J1S EB5 D01    CBL
［ホットオレンジ］ J1S EB5 D01    HOR
［ライトブルー］ J1S EB5 D01    P0U
［ピアノブラック］ J1S EB5 D01    BLK
［ピュアホワイト］ J1S EB5 D01    WHT

¥8,800（¥8,000）
※GTIには適合いたしません。インテリアを自分らしい

カラーでコーディネート。

※ルームミラーカバー、シフトカバーパネル、センターコンソールパネルの掲載写真はトルネードレッドです。
※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。 8Accessories for up!7 Accessories for up!
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up!ハーフシートカバー
シンプルなデザインのハーフシートカバーです。
up!のロゴをアクセントに、ファッショナブルに車内を演出します。
カラーは全4色から選択できます。

■ 材質：ポリエステル
■ サイドエアバック対応、up!刺繍入り、パイピングおよびステッチ入り
■ 構成品：フロント、リヤ/1セット
■ 参考取付時間（H）：0.2
［オレンジ］ J1S FA3 A01
［ホワイト］ J1S FA3 A02
［レ ッ ド］ J1S FA3 A03
［ブ ル ー］ J1S FA3 A04

¥13,200（¥12,000）

ミラーノブカバー
ドアミラーノブをスタイリッシュに引き立てるカバーです。
ノブ上部を着せ替えることで、車内をスポーティに演出します。

■ 材質：アルミ　■ 装着方法：ネジ取付式
■ 参考取付時間（H）：0.2

J5C VC1 A01　¥4,180（¥3,800）

パワーウインドゥスイッチパネル
インテリアカラーなどに合わせてファッショナブルなコーディネート 
をお楽しみいただけます。カラーは全10色から選択できます。

■ 材質：ABS（ピアノブラックのみアクリル）　
■ 装着方法：両面テープ貼付式　■ 参考取付時間（H）：0.2
［ハニーイエロー］ J1S EB5 E02    PG8
［ティールブルー］ J1S EB5 E02    PB2
［トルネードレッド］ J1S EB5 E02    PG2
［ブルーベリー］ J1S EB5 E02    BBR
［キャンディホワイト］ J1S EB5 E02    PB4
［リフレックスシルバー］ J1S EB5 E02    P8E
［コーンフラワーブルー］ J1S EB5 E02    CBL
［ホットオレンジ］ J1S EB5 E02    HOR
［ピアノブラック］ J1S EB5 E02    BLK
［ダークシルバー］ J1S EB5 E02    PK5

¥9,900（¥9,000）

※パワーウインドゥスイッチパネルの掲載写真はトルネードレッドです。 
※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。9  10Accessories for up! Accessories for up!



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］0.6、［リヤ］0.7
［ フロント ］　1S0 075 111   ¥5,500 （¥5,000）
［ リ     ヤ ］　1S0 075 101 A   ¥5,500 （¥5,000）
※GTI、cross up!には適合いたしません。

装着前

装着後up!
Exterior

撥水ワイパーブレード＊1

シリコーンラバー自体に撥水成分を浸透させたワイパー
です。フロントガラスが乾いた状態でワイピングを行う
だけで撥水コーティングが施されます。
■ 参考取付時間（H）：0.4〈1台分〉
■ 装着時必要部品：アダプター（J0V GH5 J01  TL4）
　                              ¥385（¥350）

［運転席用］　J0V GH5 I01   560　¥5,830（¥5,300）
［助手席用］　J0V GH5 I01   400　¥4,180（¥3,800）
※撥水ワイパーブレードは、2年間保証の適用外となります。

リヤスポイラー＊3

ルーフ上部を通る空気を効果的に整流するリヤスポイラーです。
リヤビューをスポーティに演出するのにも最適なエアロアイテムです。

■ 材質：硬質ウレタン　■ 装着方法：ボンド貼付式
■ 参考取付時間（H）：0.8

1S0 071 641    GRU　¥37,290（¥33,900）〈１台分〉
※別途下地処理および塗装が必要です。
※GTI、cross up!には適合いたしません。

アンテナジョイント
立体駐車場などで、標準アンテナを外すこと
なく手で倒すことができるアンテナジョイ
ント。アンテナロッドとアンテナベースの
間に取り付けるジャバラ状の角度調整用品 
で、アンテナの角度を90度まで変えられる
便利アイテムです。
■ 参考取付時間（H）：0.1

J0V CF2 B01　¥3,740（¥3,400）

ショートアンテナ
アンテナをらせん状に内部配置することで
受信感度を大きく落とすことなく、ショート
化を実現。
■ サイズ：152mm　■ 装着方法：ボルトオン式
■ 参考取付時間（H）：0.1
J00 CF2 A01　¥5,280（¥4,800）
●特性の変化により、一部地域で電波が受信しづらく 
　なる場合があります。

サイドバイザー＊2

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：左・右 /1セット
■ 装着方法：貼付式、金具併用　■ 参考取付時間（H）：0.3
［2ドア用］J1S FC1 B01 ¥24,200（¥22,000）
［4ドア用］J1S FC1 A01 A ¥24,200（¥22,000）
●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。

ボンネットダンパー
サポートロッドをダンパーに取り替えること 
で、ボンネットの開閉をよりスムーズに補助し、 
日々のメンテナンスをより快適にします。
■ 参考取付時間（H）：0.5

J1S VC1 C01　¥22,000（¥20,000）

もっとスタイリッシュに
メイクアップ。 スノーブレード＊1

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、氷点下の走行でも安定した拭き性能 
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〈1台分〉

［運転席用］　J0V LB1 C04　¥13,750 （¥12,500）
［助手席用］　J0V LB1 C05　¥8,250 （¥7,500）
●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。

LEDヘッドライト
ハロゲンバルブと交換式のLEDヘッドライトバルブキット。
明るく視認性に優れ、消費電力も少なく、さらに長寿命です。
■ 仕様：H4互換バルブ、色温度：6,000K
■ 構成品：LEDバルブ、LEDドライバ、電源ハーネス、キャンセラー、
　 　　　 専用取付ステー、取付部品一式 /1セット
■ 参考取付時間（H）：1.0

J1S VC1 D03 A　¥66,000 （¥60,000）
※LEDバルブの特性上、個人差により明るさに違いを感じる場合があります。

＊1. 撥水ワイパーブレードとスノーブレード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。

＊2. サイドバイザーは、ルーフバーと同時に装着できません。
＊3. 取り付けには、別売のボンド（D 172 200 A2）¥5,390（¥4,900）、プライマー（D 009 200 02）¥1,540（¥1,400）、
クリーナー（D 195 850 A1）¥2,750（¥2,500）、接着剤キット（000 071 781 A）¥2,310（¥2,100）が必要です。 12Accessories for up!11 Accessories for up!



Protection

up!

up!
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。
乗降時に傷が付きやすいドアシル部を保護しつつ、見た目の印象もアップします。
■ 材質：ステンレス　■ 装着方法：貼付式　■up!ロゴ付
■ 構成品： ［2ドア用］左・右 /1セット
  ［4ドア用］フロント左・右、リヤ左・右 /1セット
■ 参考取付時間（H）：［2ドア用］0.3、［4ドア用］0.6

［2ドア用］ 1S3 071 303　¥17,600（¥16,000）
［4ドア用］ 1S4 071 303　¥17,600（¥16,000）
※GTIには適合いたしません。

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/シルバーストライプ
■ 構成品： ［2ドア用］左・右 /1セット
  ［4ドア用］フロント左・右、リヤ左・右 /1セット
■ 参考取付時間（H）：［2ドア用］0.3、［4ドア用］0.6
■ 装着方法：貼付式

［2ドア用］ 1S3 071 310　¥8,800（¥8,000）
［4ドア用］ 1S4 071 310　¥8,800（¥8,000）
※GTIには適合いたしません。

リヤバンパープロテクションフィルム
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）：0.3

1S0 061 197 B　¥8,250（¥7,500）
※GTIには適合いたしません。

いつまでも気持ちよく
乗り続けるために。

フィンガープロテクションフィルム

■ 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

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。

J5G 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。

ドアエッジプロテクションフィルム＊2

■ 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

傷つ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。

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。
※GTI、spice up!には適合いたしません。

ドアエッジモール＊2

■ 材質：PVC　■ サイズ：L800×W8mm　■ 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

開閉時に壁などと接触しやすいドアの縁を保護する専用
プロテクター。本体は L字形断面で、左右ドアエッジに
しっかりと装着できます。

［パールグレーメタリック］ J00 FB2 A01   ¥3,300 （¥3,000）
［サテンシルバーメタリック］ J00 FB2 A02   ¥3,300 （¥3,000）
●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。
※GTIには適合いたしません。

＊1. ドアシルプレート（ステンレス）と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。　＊2. ドアエッジモールとドアエッジ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。 14Accessories for up!13 Accessories for up!



■ 材質：アルミ　■ 重量：5.5kg　■ 最大積載量：50kg（ルーフバー、アタッチメントを含む）
■ キーロック付、T-スロットタイプ　■ 参考取付時間（H）：0.3

ルーフバー＊2

軽量なアルミ製のルーフバー。各種アタッチメントを取り付けて使用します。
up!専用に設計されており、確実に取り付けることができます。

［2ドア用］ 1S3 071 126　¥30,800（¥28,000）
［4ドア用］ 1S4 071 126　¥30,800（¥28,000）
※cross up!には装着できません。

＊1. 取り付けには、別売のルーフバー/キャリングロッドが必要です。　＊2. ルーフバーは、サイドバイザーと同時に装着できません。
●風切り音の原因となりますので、ルーフバー/ 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。　●ルーフバー/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。
●ルーフバー/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。　※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

ルーフボックス（Urban loader）＊1

■ 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

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。

000 071 200 AF   ¥105,600 （¥96,000）
［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。　※XLサイズはテールゲートオープン時に干渉します。
※標準装備のアンテナに干渉します。必要に応じて、ショートアンテナ/アンテナジョイントをご準備ください。

ルーフボックス（M / XL）＊1

■ 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

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。

クルマのある
喜びを実感するとき。

■ 材質：アルミ　■ 重量：5.0kg　■ 最大積載量：50kg（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

キャリングロッド（cross up!専用）
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。軽量で安全性の高いシステムキャリアベースです。

1S0 007 151   ¥41,800 （¥38,000）
●cross up!専用アイテム

スキーバッグ

■ サイズ：長さ1,950×幅200mm

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。

00V 061 202　¥27,500（¥25,000）
※エッジ高さ：395mmまで対応可。

キャリングロッドケース

■ ルーフバー/キャリングロッド保管用収納袋、
　 VWロゴ入り

ルーフバー/キャリングロッドを収納する
専用のケースです。

000 071 156 A   ¥5,500 （¥5,000）

16Accessories for up!15 Accessories for up!



up!up!

バイシクルホルダー

■ 材質：樹脂　■ 積載可能最大寸法：［タイヤ幅］56ｍｍ、［リム幅（タイヤ含む）］90ｍｍ、
［ダウンチューブ］φ80ｍｍ（楕円形チューブを除く）　■ 重量：3.2kg　■ 耐荷重量：16kg
■ キーロック付、T-スロットタイプ　■ 参考取付時間（H）：0.2

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。
ルーフバー/キャリングロッドに取り付けて使用します。

000 071 128 F   ¥22,000 （¥20,000）

●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。　●風切り音の原因となりますので、ルーフバー/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。
●ルーフバー/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。

※ホルダーの取り付けには、別売のルーフバー/キャリングロッドが必要です。　※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。

サーフボードホルダー

■ 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

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。
ルーフバー/キャリングロッドに取り付けて使用します。

 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。

カヤックホルダー

■ 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。
ルーフバー/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）

Transport

■ 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　 

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。ルーフバー/キャリングロッドに取り付けて使用します。

1T0 071 129   ¥37,400 （¥34,000）

スキー＆スノーボードホルダー（Lタイプ /スライド）

17  18Accessories for up! Accessories for up!



適合タイヤサイズ 165/70R14 175/65R14 165/65R15 185/55R15 195/40R17

［2925］ J00 LA2 D01   ¥13,200 （¥12,000） ● － － － －

［3125］ J00 LA2 D02   ¥13,200 （¥12,000） － ● ● ● ●

適合タイヤサイズ 165/70R14 175/65R14 165/65R15 185/55R15 195/40R17

［0276WD］J00 LA2 B19 A  ¥38,500 （¥35,000） 5J-14 
インセット+35mm

5J-14 
インセット+35mm

5J-15 
インセット+33mm － －

Triangle/トライアングル＊1 Waffle/ワッフル＊1＊2

■ 材質：アルミ　■ サイズ：6J-16　■ インセット：43mm
■ タイヤサイズ：185/50 R16 81T　■ 参考取付時間（H）：1.0
■ 付属品：VWセンターキャップ

■ 材質：アルミ　■ サイズ：6J-16　■ インセット：43mm
■ タイヤサイズ：185/50 R16 81T　■ 参考取付時間（H）：1.0
■ 付属品：VWセンターキャップ

1S0 071 496 A  FZZ   ¥124,256（¥112,960）〈１台分〉
※GTI、cross up!には適合いたしません。

■ 材質：アルミ　■ サイズ：5.5J-15　■ インセット：41mm
■ タイヤサイズ：185/55 R15 82T　■ 参考取付時間（H）：1.0

1S0 601 025 J  8Z8   ¥124,256（¥112,960）〈１台分〉
※GTI、cross up!には適合いたしません。

1S0 071 496    FZZ   ¥124,256（¥112,960）〈１台分〉
※GTI、cross up!には適合いたしません。

Wheel

Upsilon/ウプシロン＊1Polygon/ポリゴン＊1

■ 材質：アルミ　■ サイズ：6.5J-17　■ インセット：43mm
■ タイヤサイズ：195/40 R17 81W　■ 参考取付時間（H）：1.0
■ 付属品：VWセンターキャップ

1S0 071 497    FZZ   ¥124,256（¥112,960）〈１台分〉
※GTI、cross up!には適合いたしません。

足もとを華やかに演出するセンターキャップです。

スチールホイールを覆って足もとを演出する
ホイールキャップです。

Aspen/アスペン＊1Corvara/コルヴァーラ＊1Merano/メラーノ＊1

センターキャップ ブラック

ホイールキャップ 14インチ

■ 材質：アルミ　■ サイズ：5J-14　■ インセット：35mm
■ タイヤサイズ：
　 165/70 R14 81Q/T（ウインター）
■ 参考取付時間（H）：1.0　■ 付属品：VWセンターキャップ

■ サイズ：14インチ 

■ 材質：アルミ　■ サイズ：5J-14　■ インセット：35mm
■ タイヤサイズ：
　 165/70 R14  81T（サマー）、81Q/T（ウインター）　
■ 参考取付時間（H）：1.0　■ 付属品：VWセンターキャップ

1S0 071 494    8Z8   ¥89,056（¥80,960）〈１台分〉
※GTIには適合いたしません。

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

1S0 071 494 C  8Z8   ¥89,056（¥80,960）〈１台分〉
■ サイズ：5J-14　■ インセット：35mm
■ タイヤサイズ：
　 165/70 R14 81T（サマー）、81Q/T（ウインター）〉
※GTIには適合いたしません。

1S0 071 495 A  8Z8   ¥102,256（¥92,960）〈１台分〉
■ サイズ：5J-15　■ インセット：33mm
■ タイヤサイズ：165/65 R15 81T
●GTI専用アイテム

1S0 071 494 B  8Z8   ¥89,056（¥80,960）〈１台分〉
※GTIには適合いたしません。

 1S0 071 454    1ZX   ¥9,900（¥9,000）〈１台分〉
●move up!専用アイテム

 1S0 071 213    FXC   ¥8,800（¥8,000）〈１台分〉
●high up!専用アイテム

ホイールロックボルトセット

■ 構成品：4個 /1セット　■ ホイールロック用

1S0 698 137   ¥13,970（¥12,700）
※盗難防止ホイールボルトおよびアダプター非装備車用。

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   ¥4,400（¥4,000）

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。

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。

スノーネット＊3

■ 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。

SNOWTEX＊3

■ 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
※夏タイヤ専用です。スタッドレスタイヤには使用しないでください。

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。

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。

for Winter

本当におしゃれな人は
足もとにもこだわる。

※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（839 601 361）¥1,056（¥240×4個）〈1台分〉

＊2. センターキャップ（1S0 601 149 D CIX）¥8,800（¥2,000×4個）〈1台分〉

＊３. 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。
●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。 20Accessories for up!19 Accessories for up!



仕様 DR-S2-VW DR-S1-VW

保証期間 3年 ● ●
Wi-Fi スマートフォン連携 ● －
映像サイズ フルHD（フロント/リヤ＊2） ● －＊6

明暗差補正 WDR（ワイドダイナミックレンジ） ● ●
イメージセンサー CMOS 200万画素（フロント/リヤ＊2） ● －＊6

夜間撮影
スーパーナイトビジョン2.0 Sony製
Exmor R STARVIS ● －

画角 対角140度（フロント/リヤ＊2） ● －＊7

GPS ● －＊8

G（加速度）センサー ● ●
安全運転支援 ● －
駐車モード ● ●

録画モード
常時モード：常時/イベント/手動、
駐車モード：イベント/モーション/タイムラプス ● －＊9

フレームレート 最大29fps ● ●
容量 16～64GB＊3 ● ●
電源・電圧 DC12V/24V ● ●
動作温度範囲 －10～＋60℃ ● ●＊10

保管温度範囲 －20～＋70℃ ● ●＊10

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（ファイル断片化防止機能付） ● ●
付属microSDカード 16GB・class10＊4 MLC＊5タイプ ● ●
付属電源ケーブル 直配線ケーブル ● ●

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
4倍

常時優先モードでの
録画時間

フロントカメラのみ
装着の場合

フロントカメラ＋
リヤカメラ装着の場合

16GB 32GB 64GB

121分 242分 484分

60分 120分 240分

16GB 32GB 64GB2倍（本体同梱品）

さまざまな録画モードを実装

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1ファイル
ずつ自動的に記録します。

常時録画（常時モード）

G（加速度）センサーが衝撃を検知すると、その前後
10秒間（計20秒間）を自動的に録画・記録します。

イベント検知録画（常時 /駐車モード）

本体の録画ボタンを押すと、その10
秒前から50秒後まで（計1分間）を 
録画し、自動的に記録します。残し 
たいシーンを逃しません。

手動録画（常時モード）

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に自動的に換わります。買い物時
などの短時間の駐車にも対応しています。
モーション検知では、カメラの前に移動する物体を検知 
すると、その前後10秒間（計20秒間）を自動的に録画・
記録します。

モーション検知録画（駐車モード）

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。

定期的なフォーマットは不要

バックアップ電源として新しいタイプの蓄電
装置を内蔵。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
プ電源に蓄えた電源を使用して録画ファイル 
を確実に保存します。

バックアップ電源を内蔵

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。

高耐久性microSDカードを採用

最適化されたパフォーマンス

S1S2S1S2

S1S2

S1S2

S1S2 S1S2

S1S2

＊2. リヤカメラ（DR-S2-REAR、DR-S1-REAR）はオプションです。　＊3. 32GB、64GBのmicroSDカードはオプションです。
＊4. データの書き込み速度のことで、class10の場合、1秒間に最低10MBのデータを転送できます。
＊5. 一般向けのフラッシュメモリの中でも、書き換えへの耐久性と書き換え後の保存性に優れたタイプです。
＊6. フロントのみ実装　＊7. リヤのみ実装　＊8. オプションのGPS受信機が必要　＊9. タイムラプスを除くすべてのモードを実装
＊10. フロントは動作温度範囲：－20～＋65℃、保管温度範囲：－40～＋80℃

S1S2

S1

S2：この機能はDrive Recorder DR-S2-VWに実装されています。

：この機能はDrive Recorder DR-S1-VWに実装されています。

＊1. リヤカメラ（DR-S2-REAR、DR-S1-REAR）は、サンブラインド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。

Drive Recorder DR-S2-VW
夜間の暗い環境にも強いスーパーナイトビジョン2.0、フルHD・200万画素の
CMOSイメージセンサーに加えて、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。

J0V DE3 A02    ¥54,450 （¥49,500）

■ フルHD　■ フレームレート：29fps（西日本LED信号対策）　■ カメラセンサー：CMOS 200万画素　
■ 広角レンズ：対角約140度　■ 動作温度範囲：ー10～＋60℃　■ 保管温度範囲：ー20～＋70℃　
■ 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　
■ 専用microSDカード（16GB）付　■ 参考取付時間（H）：1.3
■ 装着時必要部品：分岐コード（J0V DD6 A07）¥2,090（¥950×2個）

Drive Recorder DR-S1-VW

■ フルHD　■ フレームレート：29fps（西日本LED信号対策）　■ カメラセンサー：CMOS 200万画素
■ 広角レンズ：対角133.5度　■ 動作温度範囲：ー20～＋65℃　■ 保管温度範囲：ー40～＋80℃　
■ 地デジ電波干渉対策あり　■ 専用microSDカード（16GB）付　■ 参考取付時間（H）：1.3
■ 装着時必要部品：分岐コード（J0V DD6 A07）¥2,090（¥950×2個）
■ オプション：GPS受信機（J0V DE3 A01 A1）¥4,400（¥4,000）、
　 　　　　　ロックケース（J0V DE3 A01 A2）¥4,400（¥4,000）

最高級の画質を誇るフルHD・200万画素のCMOSイメージセンサーを搭載した
フォルクスワーゲン純正ドライブレコーダー。さまざまな自動録画モードに対応しています。

J0V DE3 A01     ¥30,800 （¥28,000）

リヤカメラ DR-S1-REAR（オプション）＊1

後方のカメラをプラスして重要な場面を確実に記録します。
■ 参考取付時間（H）：1.7
J0V DE3 A01 A6　¥10,450 （¥9,500）

リヤカメラ DR-S2-REAR（オプション）＊1

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。
■ 参考取付時間（H）：1.7
J0V DE3 A02 A1　¥11,550 （¥10,500）
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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いため、より長時間の録画 
ができます。

タイムラプス録画（駐車モード） S2

低照度環境での撮影に優れた「スーパーナイトビジョン2.0」画像処理技術を搭載。明かりの少ない夜間
走行や暗い駐車場の中でも黒くつぶれることなく、人や物、ナンバープレートがはっきりと読み取れる映像
を録画できます。

リヤカメラ（オプション）もフルHD画質を実現。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、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。

メニュー

DR-S2-VW　スーパーナイトビジョン2.0　ON

「WDR（ワイド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。
従来品の「HDR（ハイダイナミックレンジ）」よりさらに高性能のセンサーを搭載しています。

WDR　なし
（明るい部分が白とびしてぼんやりしている）

WDR　あり

暗所に強い「スーパーナイトビジョン2.0」を搭載

1920×1080

リヤ映像

お手持ちのスマートフォンから設定可能

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
ことが可能。
動画のルート履歴や速度記録＊1

なども確認することができます。
※Windows 7以降に対応。

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。

「WDR」でシーンに合わせて画像処理 S1S2

前方・後方フルHDの高精細同時録画を実現 S2

S2

＊1. Drive Recorder DR-S1-VWの場合、オプションのGPS受信機（J0V DE3 A01 A1）¥4,400（¥4,000）が必要です。　※掲載画像はイメージです。

S2

1920×1080

フロント映像 フルHDの場合

HDの場合

従来品

PCビューワー S1S2

設定画面

DR-S1-VW

カメラ位置調整画面

Drive Recorder

CN-G520D

up!ナビセット CN-G520D

■ ポータブルナビゲーション（ワンセグチューナー内蔵）
■ 5V型ワイドVGA、16GB SSDメモリー内蔵、MP3/WMA/MP4形式対応
■ 参考取付時間（H）：［122 up! Composition Phone装備車］1.8、
　 　　　　　　         ［122 up! Composition装備車／121 up!］2.3

カーナビにとって大切なのは、目的地まで迷わずに案内すること。
「目的地がしっかり探せる」、「地図が見やすい」、「自車位置表示が正確」。
カーナビに求められていることをしっかりおさえたリーズナブルなポータブルナビです。

J1S DD9 A09    ¥55,000 （¥50,000）
※取り付けの際には、ダッシュボードのカットが必要です。

＊2. 準天頂衛星システム「みちびき」は現在、実用化に向けた実証実験中のため、衛星からの電波を受信できる時間帯は限られます。また、衛星側の都合により精度が落ちたり、電波を利用できなくなることもあります。　※画面はハメ込みです。掲載画像はイメージです。
※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。

「詳しく」、「賢く」、「探せる」。
充実したナビゲーション機能を搭載したポータブルナビ。

up! ナビセット

電波が届きにくい場所でも現在地をより
正確に測位
高精度の上下・左右・加速度センサーで、GPS
電波を受信しにくいトンネルや高架下などでも
現在地をより正確に測位します。

トリプル衛星受信
GPSの他に「みちびき＊2」・「グロナス」に対応
したトリプル衛星受信で、より正確な自車位置を
表示します。

ルート探索・画面切り換えが早い
800MHzの高速CPU、さらに高速データ転送を 
可能にするDDR3などを採用。画面切り換え
やスクロールはもちろん、ルート探索も高速。 
もしルート案内中に道を外れても、すぐに修正した 
ルートでご案内します。

見やすい大きな文字とボタンで快適操作
地図に表示される地名や施設名の大きさは4種
類から選べます。また、操作ボタンの大きさも2種 
類から選んで設定できます。

■ 参考取付時間（H）：［ナビ同時装着時］0.5、［後付け単体装着時］1.3
J1S DD9 A08   ¥6,600（¥6,000）

USB接続ポート移設キット
Composition Phone装備車専用のUSB接続ポート移設キット。
ナビゲーション取り付け部にあるUSBポートをセンターコンソール中央に移設
し、純正の機能を損なうことなくスマートフォンなどの接続を可能にします。
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チャイルドセーフティシート適合表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120年 齢

0 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 
Plus Top Tether

G2-3 ISOFIX
G2-3 ISOFIX GTI Design

～13 kg

9～18 kg

15～36 kg

●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。
※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 G2-3 ISOFIX
3～12歳くらい、体重15～36kgくらいのお子様に向けた
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

000 019 906 Q　¥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

1KV 019 903 B　¥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　¥6,600（¥6,000）

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＊1

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

5G0 019 909 D　¥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。

＊1. Volkswagen G1 ISOFIX DUO Plus Top Tetherは、ラゲージネッ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。

26Accessories for up!25 Accessories for up!



up!
ラゲージトレー
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　■ カラー：ブラック

1S0 061 160 A　¥5,280（¥4,800）

空間の有効活用で、
ドライブをもっと自由に。

Luggage

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、ルームランプスイッチ連動、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）
※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。

テールゲートストラップ
テールゲートを閉める際のサポート用ストラップです。ストラップベルト 
にはシートベルトにも使用される耐久性の高いベルトを使用しています。

■ Volkswagenロゴ入り　■ 参考取付時間（H）：0.2

［ブラック］ J0V VC1 B01　¥3,080（¥2,800）
［レ ッ ド］ J0V VC1 B02　¥3,080（¥2,800）

ラゲージネットカバー＊1

■ 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

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。

J00 FA3 A05    ¥3,300 （¥3,000）

ラゲージボックス

■ 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

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。

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. ラゲージネットカバーは、Volkswagen G1 ISOFIX DUO Plus Top Tether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。 28Accessories for up!27 Accessories for up!



ナンバープレートホルダー
ナンバープレートに重ねて取り付けるナンバープレート 
ホルダー。フロントビューのアクセントに最適なアイ 
テムです。ボディカラーやお好みで、クロームとブラックの
2タイプからお選びください。
■ 材質：［クローム］ABS樹脂（クロームメッキ）
　 　　 ［ブラック］ABS樹脂
■ サイズ：W340×H170mm
■ フロント・リヤ共用、ボルトオン式、Volkswagenロゴ入り
■ 参考取付時間（H）：0.1

［クローム］J00 FA3 A03 A　¥2,750（¥2,500）
［ブラック］J00 FA3 A04 A　¥1,760（¥1,600）
●ボルトは長さ15～25mmのものを使用してください。

プレミアムポーレンフィルター

■ 機能：抗ウィルス・アレル物質抑制、抗菌・防カビ、脱臭、除塵
■ 参考取付時間（H）：0.1

PM2.5からウィルス・アレル物質の抑制機能まで備えた
フィルターで、車内をクリーンで快適にします。

J0V LB1 D04　 ¥7,260 （¥6,600）

サンブラインド（4ドア用）＊2

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：フレキシブルスプリングスチール
■ 構成品：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）：0.4

1S4 064 365　¥25,300（¥23,000）
●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。
※掲載画像は、実際の商品と形状が異なる場合があります。

Utility
車内をもっと便利に楽しく。

ロゴ入りロックボルト＊1

■ 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）：M6×15mm×3本
　 専用キーポーチ/1セット
■ 参考取付時間（H）：0.1

J0V FA2 B05　 ¥6,600 （¥6,000）
※GTIには適合いたしません。

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）

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。

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）

USBデバイス充電ソケット
座席周りのUSBソケットで、iPhone/Androidなどのスマートフォンの充電など
にお使いいただけます。各ソケットは2.0Aまで対応しております。

■ ロゴ白色LED発光、USBソケット充電可能、縦開き　■ 参考取付時間（H）：1.0

J0V GH5 G03　¥9,900 （¥9,000）
●本製品は充電機能を目的としているため、ナビゲーション機能とは連動しておりません。
●USBケーブルは付属しておりません。
※GTIには適合いたしません。
※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。
　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。

※掲載車両はGolf Variant（縦開き）です。

リバースチャイム

■ 参考取付時間（H）：0.8　
■ 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   ¥12,100 （¥11,000）
※掲載車両はGolfです。

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。

＊1. 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。

＊２. サンブラインド（４ドア用）は、リヤカメラ（DR-S2-REAR、DR-S1-REAR）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。 30Accessories for up!29 Accessories for up!
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●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。

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。




