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We Connect とは
基礎知識
We Connect＊1は、フォルクスワーゲンが提供する最新のモバイルオンラ
イン / インフォテイメントシステムサービスです。
車両情報の確認 /操作を “ We Connect ” アプリ＊または、専用ポータルサ
イト＊へアクセスして行うことができます。
オンラインシステムならではの機能として、様々な車両情報の確認、駐車
位置確認、盗難防止アラーム、ライト消し忘れの確認、ロック＆アンロッ
ク操作機能などで構成されています。
インフォテイメントシステムで、交通情報、地図更新機能、ミュージック
ストリーミングなどをオンラインで行うことができます。

■ “ We Connect ”アプリ / 専用ポータルサイト機能

・パーソナルセッティング
・エリアアラート（エリア通知）
・スピードアラート（スピード警告）
・ロック & アンロック（アプリのみ）
・ドア & ライト
・オンライン盗難防止アラーム（アプリのみ）
・車両情報
・ビークルヘルスレポート

■インフォテイメントシステム機能＊3

・オンライン交通情報
・オンラインルート計算
・オンライン目的地インポート
・オンラインガソリンスタンド検索
・オンライン充電ステーション検索＊2（EV / PHEV車専用）
・オンライン駐車場検索
・オンライン地図更新
・ミュージックストリーミング機能
・ブレークダウン・コール

We Connect 機能＊2

＊1 ：開発中のため仕様・操作方法が変更されることがあります。

車両の仕様・装備により一部操作方法が異なる場合があります。

＊2 ： EV / PHEV 専用のサービスです。

＊3 ：インフォテイメントシステムの機能については、Discover Media / Pro クイックユーザー

ガイドまたは車両の取扱説明書でご確認ください。

（当書では操作手順についての記載はしていません）
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・ドライビングデータ（走行データ）
・駐車位置
・サービススケジューリング
・オンライン目的地インポート
・エアコン＊2（EV / PHEV車専用）
・出発時間＊2（EV / PHEV車専用）
・リモート充電＊2 （EV / PHEV車専用）

ポータルサイト画面アプリ画面

インフォテイメントシステム画面

＊：アプリの名称は、“ Volkswagen Car-net Japan ” となっている場合があります。

（2020年12月現在）

＊：専用ポータルサイトは2021年4月27日以降閉鎖

＊専用ポータルサイトは2021年4月27日以降閉鎖



We Connect ご利用有効期限について

We Connect は、新しい自動車が車両登録されてから90 日以内に初回利用
登録をした場合、機能により3 年間または10年間無料でご利用いただけま
す。
91日目からは、経過日数分だけ無料利用期間が短くなります。
更新に関するお問合せはお近くのフォルクスワーゲン正規販売店または専
用カスタマーサポートセンター（→ P.58 ）にお問合せください。

■利用有効期限（3年間）
・エリアアラート（エリア通知）
・スピードアラート（スピード警告）
・ロック & アンロック
・オンライン盗難防止アラーム
・オンライン目的地インポート
・ミュージックストリーミング機能
・エアコン（EV / PHEV車専用）
・出発時間（EV / PHEV車専用）
・リモート充電（EV / PHEV車専用）

■利用有効期限（10年間）
・ブレークダウン・コール
・車両情報
・ドア & ライト
・ビークルヘルスレポート
・ドライビングデータ（走行データ）
・駐車位置
・サービススケジューリング
・パーソナルセッティング

We Connect をご利用の前に
準備
We Connect をご利用いただくには、Volkswagen ID の登録が必要です。
登録は、 “ We Connect ”アプリ、専用ポータルサイトまたは車両のイン
フォテイメントシステムで行います。

モバイル端末（スマートフォン / タブレット端末）

インターネットの通信機能と無線LAN のルータ機能を備えたモバイル端末
（スマートフォン、タブレット、モバイルWi-Fi ルータなど）が必要です。
We Connect をご利用での通信にかかる費用はお客様のご負担になります。

E メールアドレス

Volkswagen ID の登録に必要です。
携帯電話会社などでご契約のE メールアドレスをご使用する場合で、迷惑
メール受信拒否などのフィルター設定がある場合は『＠vwgroup.io』のド
メインを受信可能に設定してください。

車両識別番号（VIN）

We Connect をご利用予定のお車の車両識別番号をあらかじめメモしてく
ださい。車両識別番号は車両のフロントウインドー右側および車検証に記
されている17 桁の番号です。
（例）：WVGZZZ1CZXX123XX56
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We Connect をご利用いただくためには、 “ We Connect ” アプリのインス
トール、Volkswagen ID の登録、お客様情報の登録、車両アクティベー
ションなどが必要です。

登録

→ “ We Connect ” アプリから登録する場合は（→ P.6）を参照してくだ
さい。

→ インフォテイメントシステムから登録する場合は（→ P.18 ）を参照し
てください。

→ 専用ポータルサイトから登録する場合は（→ P.28）を参照してくださ
い。

→ （→ P.40 ）を参照してください。

Volkswagen ID をお持ちでない方

Volkswagen ID をお持ちの方

フォルクスワーゲン社のサーバーメンテナンス等のため、We Connect初期設定や設定後の
We Connectサービスが一時的にご利用いただけない場合がありますので、予めご了承願いま
す。
この場合、お手数ですが、時間をおいてからご利用いただきますようお願いいたします。
不明点等ございましたら、お近くのフォルクスワーゲン正規ディーラー、または専用カスタ
マーサポートセンター（ → P.58 ）にお問い合わせください。

注意事項



“ We Connect ”アプリから登録する場合

操作手順

2 “ We Connect ” アプリを起動し、「ログイン」をタッチします。

3 登録するEメールアドレスを入力し、「登録」をタッチします。

4 任意のパスワードを入力し、「作成する」をタッチします。

5 利用規約をご一読頂き、「承認」をタッチします。

76

“ We Connect ”アプリをインストールします。
“ We Connect ”アプリは、Google Play（Android）、Apple ストア
（iPhone）より入手することができます。
スマートフォン /タブレットにアプリをダウンロードし、インストー
ルしてください。

“ We Connect ” アプリをインストールし、 “ We Connect ”アプリから
Volkswagen ID の登録およびお客様情報の登録を行い、インフォテイメン
トシステムから車両アクティベーションを行います。

1



6 次の画面に切り替わると同時に、登録したE メールアドレス宛てに、
認証のためのリンクが送信されます。

7

8 スクロールして、「許可する」をタッチします。

9

98

受信したEメールの「Eメールアドレスを確認してください」をタッチ
します。

国および言語を選択し、「次へ」をタッチします。



安全PIN を入力し、「次へ」をタッチします。

一般取引条件・個人情報の保護方針に☑を入れ、「次へ」をタッチ
します。

「＊」がついている項目（入力必須項目）をすべて入力し、「次へ」
をタッチします※。

1110

11

12

13 スクロールして内容を確認し、「保存」をタッチします。

※：ロック& アンロック機能を利用する場合は、生年月日（任意項目）の登録が必要です。

10



「 [アプリが使用中の場合]  を保持」をタッチします。14

インフォテイメントシステムの「ユーザー」をタッチします。

「新しいユーザー」をタッチします。

車両キーを2本持ち、乗車します。

Volkswagen ID で登録した「Eメールアドレス」「パスワード」を入
力し、「ログイン」をタッチします※。
※：「ログイン」をタッチした後、「お客様の車両設定が引き継がれます」

が表示された場合は「OK」をタッチしてください。

18

15

16

17

19 「OK」をタッチします※。
※：「OK」を押さなくても自動的に次ステップ 画面が表示されることがあります。

1312

20



「設定」をタッチします。

「メインユーザーになる」をタッチします。

20

21

22 スクロールして、内容を確認します。

24 車両キー2本を用意し、「メインユーザーになる」をタッチします。

25 車両キー2本の「解除ボタン」を順に押します。検知されるとキーの
本数がカウントされます。

23 ☑を入れ、「今すぐ0￥で注文する」をタッチします。

1514



26 「OK」をタッチします。

27 ユーザー画面が表示されます。

以上で登録は完了となります。

1716

28 プライバシー設定（→ P.40）を行います。



操作手順

2 インフォテイメントシステムの「ユーザー」をタッチします。

1

3 「新しいユーザー」をタッチします。

4 「登録」をタッチします。

5 「続行」をタッチします。

6 「Eメールアドレス」および「パスワード」を入力し、☑を入れま
す。

インフォテイメントシステムから登録する場合

車両キーを2本持ち、乗車します。

インフォテイメントシステムから Volkswagen ID を登録し、お客様情報の
登録および車両アクティベーションを行い、 “ We Connect ” アプリのイ
ンストールを行います。

1918



7 スクロールして、「＊」がついている必須項目をすべて入力します※。

8 内容を確認し、☑を3箇所入れ、「作成してログインする」をタッチ
します。

9

内容を確認し、「承認」タッチします。

次の画面に切り替わると同時に、登録したE メールアドレス宛てに
認証のためのリンクが送信されます。

受信したEメールの「Eメールアドレスを確認してください」をタッチ
します。

10

11

※：ロック& アンロック機能を利用する場合は、生年月日（任意項目）の登録が必要です。

2120



S-PINを登録し、「作成してログインする」をタッチします。12

「OK」をタッチします。13

14

「設定」をタッチします。

「メインユーザーになる」をタッチします。

「OK」をタッチします※。
※：「OK」を押さなくても自動的に次ステップ 画面が表示されることがあります。

15

16

17 スクロールして、内容を確認します。

2322

15



19 車両キー2本を用意し、「メインユーザーになる」をタッチします。

20 車両キー2本の「解除ボタン」を順に押します。検知されるとキーの
本数がカウントされます。

2118 ☑を入れ、「今すぐ0￥で注文する」をタッチします。 「OK」をタッチします。

22 ユーザー画面が表示されます。

“ We Connect ” アプリをインストールします。
“ We Connect ” アプリは、Google Play（Android）、Apple ストア
（iPhone）より入手することができます。
スマートフォン /タブレットにアプリをダウンロードし、インストー
ルしてください。

23

2524



以上で登録は完了となります。

“ We Connect ”アプリを起動して、起動画面の「ログイン」をタッ
チします。

Volkswagen ID とパスワードを入力し、ログインします。

メイン画面が表示されます。24

25

26

2726

27 プライバシー設定（→ P.40）を行います。



専用ポータルサイトから登録する場合

操作手順

1 https://www.portal.volkswagen-we.com/portal/ja_JP/
またはQR コードからアクセスし、「ログインする、
またはユーザーアカウントを作成する」を選択します。

2 登録するEメールアドレスを入力し、「登録」を選択します。

3 任意のパスワードを入力し、「作成する」を選択します。

4 「承認」を選択します。

5 次の画面に切り替わると同時に、登録したE メールアドレス
宛てに認証のためのリンクが送信されます。

専用ポータルサイトからVolkswagen ID を登録し、お客様情報の登録およ
びインフォテイメントシステムで車両アクティベーションを行い、 “ We 
Connect ” アプリのインストールを行います。

2928

＊：専用ポータルサイトは2021年4月27日以降閉鎖



6 受信したEメールの「Eメールアドレスを確認してください」を選択し
ます。

7 立ち上がったポータルサイトをスクロールします。

8 「許可する」を選択します。

9 「データを確認する」を選択します。

10 国および言語を選択し、「次へ」を選択します。

「＊」がついている必須項目をすべて入力し、「次へ」を選択します※。11
※：ロック& アンロック機能を利用する場合は、生年月日（任意項目）の登録が必要です。

30 31



安全PINを入力し、「次へ」を選択します。

内容を確認し、☑を入れ、「次へ」を選択します。

内容を確認し、「保存」を選択します。

12

13

15 「有効にする」を選択します。

車両識別番号を入力し、「次へ」を選択します。

スクロールします。

16

1714

3332



内容を確認し、「一般取引契約」に☑を入れ、「0¥ に関する注文」
を選択します。

18

19

20

「OK」を選択します。

説明に従い、車両キーを2本持ち、車両に乗車します。

「新しいユーザー」をタッチします。

21 インフォテイメントシステムの「ユーザー」をタッチします。

22

Volkswagen ID で登録した「Eメールアドレス」「パスワード」を入
力し、「ログイン」をタッチします。

23

3534



「OK」をタッチします※。

「メインユーザーになる」※をタッチします。

「OK」をタッチします。

「OK」をタッチします。

※：ユーザー切り替え画面が表示された場合は、画面右下の「設定」をタッチし、
「ユーザープロファイル」→「メインユーザーになる」をタッチします。

車両キー2本の「解除ボタン」を順に押します。検知されるとキーの
本数がカウントされます。

※：「OK」を押さなくても自動的に次ステップ 画面が表示されることがあります。
24

25

26

27

28

ユーザー切り替え画面が表示されます。29

3736
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“ We Connect ”アプリを起動して、「ログイン」をタッチします。

以上で登録は完了となります。

Volkswagen ID とパスワードを入力し、ログインします。

メイン画面が表示されます。30 “ We Connect ”アプリをインストールします。
“ We Connect ”アプリは、Google Play（Android）、Apple ストア
（iPhone）より入手することができます。
スマートフォン /タブレットにアプリをダウンロードし、インストー
ルしてください。

31

32

33

3938

34 プライバシー設定（→ P.40）を行います。



We Connect をご利用するには、モバイルオンラインサービスを契約し、
車両アクティベーションを行う必要があります。

すでにVolkswagen IDをお持ちの方

操作手順

2 インフォテイメントシステムの「ユーザー」をタッチし、「新しい
ユーザー」を選択します。

1

3 （→ P.13 ）の から開始してください。

車両キーを2本持ち、車両に乗車します。

4140

We Connect は、4段階のプライバシー設定を選択できます（初期状態では
「最大プライバシー」が設定されています）。
プライバシー設定により、使用できるWe Connect サービスが異なります。
各プライバシー設定で使用できるサービスについては、設定画面上でご確
認下さい。

プライバシー設定

有 効：サービスを使用できます
無 効：サービスを使用できません
ブロック：「Volkswagen ID」または「お気に入り販売店」未登録

等により、サービスを使用できません

最大プライバシー（初期状態）

現在地なし

現在地を利用する

現在地を共有する

上記に加えて、 “ We Connect ”アプリまたは専用ポータルサイト経
由で位置データを呼び出すことができます。
We Connect サービスの全機能が使用できます。

位置情報 / 車両情報 / ユーザーデータがWe Connect サービスに使用
されます。

車両情報 / ユーザーデータのみWe Connect サービスに使用されま
す。

We Connectサービスは無効になります。

1 2 3 4

プライバシー設定を選択すると、設定に応じたサービスが表示されま
す。

5

プライバシー設定：

1

2

3

4

5

18



操作手順

1 手を画面上にかざし、上から下に動かします。

をタッチします。2

「プライバシー設定：」を選択します。3

4342

プライバシー設定に応じたサービスが確認できます。

以上で設定は完了となります。

4



4544

We Connect のプライバシー設定を「最大プライバシー」から変更すると、
不定期にソフトウェアの更新が表示されることがあります。これにより、
車両のインフォテイメントシステムが最適な状態に保たれます。

ソフトウェア更新

操作手順

ホップアップ表示「ソフトウェアの更新が使用できます」※1または、
ドロップダウンメニューに「ソフトウェアの更新が使用できます」※2

が表示されます。
ホップアップ表示の場合は、「OK」をタッチします。
ドロップダウンメニューの場合は、「ソフトウェアの更新が使用でき
ます」をタッチします。

ホップアップ表示画面 ドロップダウンメニュー通知

更新内容が表示されます。「更新」をタッチすると更新が始まります。

※1：キャンセルした場合、画面上部からドロップダウンメニューで再表示できます。
※2：ドロップダウンメニューの「全て削除」を押しても、ソフトウェア更新の通知は削

除されません。

更新が完了します。

「MENU」ボタンを押します。

以上で更新は完了となります。

ソフトウェアの更新：

1

2

3

4



46

以上で更新は完了となります。

次回イグニッションをオンにした際にポップアップが表示されます
ので、「OK」をタッチして完了です。

イグニッションをオフ後、インストールのポップアップが表示され
ます。「開始」をタッチするとインストールが始まります※ 。
車両を使用しない時にインストールを実施してください。

システムの更新：

操作手順

ホップアップ表示「システムの更新」※1または、ドロップダウンメ
ニューに「システムの更新」※2が表示されます。
ホップアップ表示の場合は、「ダウンロード」をタッチします。
ドロップダウンメニューの場合は、「システムの更新」をタッチし
ます。

※1：キャンセルした場合、画面上部からドロップダウンメニューで再表示できます。

※2：ドロップダウンメニューの「全て削除」を押しても、システムの更新の通知は
削除されません。

ホップアップ表示画面 ドロップダウンメニュー通知

システムの更新
システムの更新が使用できます

ダウンロード完了画面

インストールを開始する時は車両走行しないでください。
万が一走行された場合は、インフォテイメントシステムの画面は表示されません。

注意事項
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※ ：キャンセルした場合、イグニッションをオフにした時に表示されます。
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車両情報、ドア& ライト
“ We Connect ” アプリまたは専用ポータルサイトから、車両情報をどこか
らでも閲覧することができます。ドア、ボンネットまたはテールゲートが
閉じているか、ライト、スモールライトがオフか、ウインドーが閉じてい
るかなどを確認することができます（車両により異なります）。

ポータルサイト画面：車両ステータスアプリ画面：車両情報

We Connect サービスについて

パーソナルセッティング
Volkswagen ID でログインすると、「お客様の車両設定が引き継がれま
す」と表示されます。「OK」をタッチすると、車両の装備内容に応じ、
シート、ライト、エアコン、インフォテイメントシステム（ナビゲーショ
ン）、ドライバーアシスタンス機能など、システムの設定情報を自動的に
保存し、有効化します。
車両の乗り換え時も、その設定情報は引き継がれます。

ドライビングデータ（走行データ）
お客様の運転状態（走行距離、走行時間、平均速度、平均燃費）を表示し
ます。

駐車位置
駐車中の位置および車両までの目的地設定を行います。

ポータルサイト画面アプリ画面

ポータルサイト画面アプリ画面
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ビークルヘルスレポート
給油状態、車両の主要な部位の状態を表示します。

ポータルサイト画面アプリ画面
操作手順

ビークルヘルスレポートの作成

“ We Connect ” アプリでは「サービス」→「ビークルヘルスレポー
ト」をタッチします。
ポータルサイトでは「ビークルヘルスレポート」→「お知らせを表
示します。」を選択します。

“ We Connect ” アプリまたはポータルサイトから、お客様のアカウ
ントにアクセスし、ログインします。

車両状態のメッセージを表示します。

ポータルサイト画面アプリ画面

ポータルサイト画面アプリ画面

1
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エリアアラート（エリア通知）
お好みの走行エリア範囲と通知条件を設定すると、そのエリアからの出入
り時に“ We Connect ” アプリで通知を受け取ることができます。

スピードアラート（スピード警告）
最高速度を設定すると、設定以上のスピードで走行した場合に “ We 
Connect ” アプリを通じて通知を受け取ることができます。

ポータルサイト画面アプリ画面

ポータルサイト画面アプリ画面

ロック& アンロック（アプリのみ）
“ We Connect ” アプリで、ロック / アンロック状態の確認と、ドアやトラ
ンクのロック / アンロックを行うことができます※。

ロック / アンロック各ドアの状態確認

※：フォルクスワーゲン正規販売店で認証手続きが必要です。
Volkswagen IDのお客様情報（生年月日）を登録している必要があります。
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オンライン目的地インポート
目的地設定を行い、インフォテイメントシステムへインポートできます。
“ We Connect ” アプリまたはポータルサイトのナビゲーション機能で目的
地検索を行い、インフォテイメントシステムへ目的地をインポートするこ
とができます。

操作手順

目的地インポート方法

“ We Connect ”  アプリまたはポータルサイトのナビゲーション機能
から、お好みの目的地を検索します。

アプリ画面

アプリ画面

ポータルサイト画面（スマートフォン）

ポータルサイト画面（スマートフォン）

“ We Connect ”アプリでは目的地の検索結果を上にスライドします。
「車内で使用する」をタッチ、名称を登録し、「送信」をタッチし
ます。
ポータルサイトでは「名前を割り当てる」へ名称を登録、上にスラ
イドし、「車内で1回だけ使用する」を選択、「保存」を選択します。

アプリ画面 ポータルサイト画面（スマートフォン）

1

2
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We Connect のリセットについて
ユーザーアカウント情報がすでに登録されている場合は、ユーザーアカウ
ントを削除し、We Connectをリセットします。

ユーザーアカウントを削除するには、インフォテイメントシステムの
「ユーザー」→「ユーザープロファイル設定」→ 「ユーザーを削除」の
手順で削除します。

We Connectをリセットするには、インフォテイメントシステムの「設
定」→「工場出荷時設定」→「工場出荷時設定にリセットする」→「リ
セット」の手順でリセットします。

不明点は、お買い上げまたは、お近くのフォルクスワーゲン正規販売店、
または専用カスタマーサポートセンター（→ P.58 ）にお問合せください。

インフォテイメントシステムへ目的地がインポートされ、ポップ
アップ画面が表示されます。「表示」をタッチすると目的地が表示
されます。

ブレークダウン・コール
走行中、車両が万一故障した際はインフォテイメントシステムのボタン操
作により、自車位置および車両情報を送信し、ロードサイドアシスタンス
のオペレーターに繋がります。

サービススケジューリング
車両の定期点検や警告灯の情報は、ご登録のフォルクスワーゲン正規販売
店に自動的に登録され、入庫の予約取り付けについて、フォルクスワーゲ
ン正規販売店からご連絡いたします。

オンライン盗難防止アラーム（アプリのみ、装備車のみ）
万一の盗難の恐れがあった場合、 “ We Connect ” アプリで通知します。

3



iPhoneは、Apple Inc. の商標です。
Google Play(Android) ,AndroidロゴはGoogle Inc. の商標です。

お電話・E メールでのお問合せ
We Connect についての不明点は下記にお尋ねください。
専用カスタマーサポートセンター
お電話：0120-993-199
10：00 ‒ 19：00 受付（年中無休）
Email ：WE-Connect@volkswagen-cc.jp

発 行： 2021年10月
発行番号：211.WCA.002.70
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