Polo カタログについてのご案内
該当ページ／P.37

● Volkswagen 純正インフォテイメントシステム
ETC2.0対応車載器が標準搭載されます。

Ready 2 Discover 装着車に
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〈変更後〉

オーディオ／ナビゲーション
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ETC2.0対応車載器＊
＊：Volkswagen純正インフォテイメントシステム"Ready 2 Discover"に備わるETC2.0対応車載器は、
料金収受システムとして有料道路等の通行料金支払い
ナビゲーションの渋滞迂回機能、
災害情報などには対応しません。
に対応します。
各高速道路に設置されたITSスポットと連携したリアルタイムの交通情報や、
該当ページ／P.28、P.30、P.32

●ETC2.0対応車載器が全車標準搭載となったため、
Discover Media パッケージの装備内容ではなくなります。
〈変更後〉

■ Discover Media パッケージ

Volkswagen純正インフォテイメントシステム Discover Media（SSDナビゲーションシステム、通信モジュール内蔵、
MP3/WMA再生、AM/FM、
ワイドFM対応、
Bluetooth®オーディオ/ハンズフリーフォン、
ジェスチャーコントロール、コネクティビティ機能 App-Connect ）
詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。

Issue:March,2021 VW0081-GP1032

オンライン地図更新についてのご案内

●現在、技術的な問題が発生しており、
『オンライン地図更新』機能が一時的にご利用いただけ
ない状態となっております（2021年4月30日現在）。
お客様にはご迷惑をお掛けしておりますが、
問題が解決次第、
速やかに
「オンライン地図更新」
機能のサービスを再開致します。

詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。

EQUIPMENT LIST
主要装備表
盗難防止装置

Volkswagenオールイン・セーフティ

TSI Trendline

TSI Comfortline

TSI Highline

TSI R-Line

予防安全

TSI Trendline

TSI Comfortline

アダプティブクルーズコントロール ACC（全車速追従機能付）

▲1

レーンキープアシストシステム Lane Assist

▲1

TSI Highline

TSI R-Line

▲1

▲1

スマートエントリー&スタートシステム Keyless Access

ハロゲンヘッドライト
（ハイトコントロール機能付）

LEDヘッドライト
（オートハイトコントロール機能付）

リヤビューカメラ Rear Assist

オートライト

▲1

▲1

▲1

デイタイムランニングライト＊1
ブラインドスポットディテクション
（後方死角検知機能）

▲1

▲1

ドライバー疲労検知システム Fatigue Detection System
パークディスタンスコントロール
（フロント/リヤ、前進/後退時衝突軽減ブレーキ機能付）

▲1

▲1

オプティカルパーキングシステム

▲1

▲1

▲1

リヤトラフィックアラート
（後退時警告・衝突軽減ブレーキ機能）

▲1

▲1

▲1

プリクラッシュブレーキシステム Front Assist
（歩行者検知対応シティエマージェンシーブレーキ機能付）
プロアクティブ・オキュパント・プロテクション

ESC（エレクトロニック・スタビリティ・コントロール）
ABS（アンチロック・ブレーキング・システム）
ブレーキアシスト

衝突安全
フロントエアバッグ
（運転席/助手席、
助手席エアバッグカッ
トオフスイッチ）
サイドエアバッグ
（前席）
カーテンエアバッグ
むち打ち軽減ヘッドレスト
（運転席/助手席）
（運転席/助手席高さ調整式）
全席3点式シートベルト
フォースリミッター付シートベルトテンショナー
（運転席/助手席/後席左右）

ISOFIX
（アイソフィックス）
基準適合チャイルドシート固定装置
（後席左右）

二次被害防止
エマージェンシーストップシグナル
アクティブボンネット
ポストコリジョンブレーキシステム

電子制御式ディファレンシャルロック XDS

185/65R15タイヤ／5.5Jx15スチールホイール
（フルホイールキャップ付）
185/65R15タイヤ／5.5Jx15アルミホイール
（10スポーク）
195/55R16タイヤ／6.5Jx16アルミホイール
（10スポーク）

電動パワーステアリング
スマートフォン ワイヤレスチャージング＊7

レインセンサー
電動格納式リモコンドアミラー
（ヒーター、
リバース連動機能
〈助手席〉
付）

快適装備

自動防眩ルームミラー

インテリアアンビエントライト

▲3

▲3

▲3

空調

センターアームレスト
（前席）
スピードリミッター

2ゾーンフルオートエアコンディショナー
自動内気循環機能付）
（運転席/助手席独立調整、

メーター周り

アレルゲン除去機能付きフレッシュエアフィルター
（花粉/ダスト除去外気導入フィルター）

マルチファンクションインジケーター
（時刻、瞬間/平均燃費、走行距離、
平均速度、運転時間、外気温度、
メニュー機能）
デジタルメータークラスター Active Info Display

オーディオ／ナビゲーション

シートベルト警告装置（全席）
タイヤ空気圧警告灯

Volkswagen純正インフォテイメントシステム Ready 2 Discover
AM/FM、
ワイドFM対応、
（通信モジュール内蔵、MP3/WMA＊2再生、
Bluetooth®＊3オーディオ/ハンズフリーフォン、
ジェスチャーコントロール、
コネクティビティ機能 App-Connect ）
Volkswagen純正インフォテイメントシステム Discover Media
通信モジュール内蔵、
MP3/WMA＊2再生、
（SSDナビゲーションシステム、
AM/FM、
ワイドFM対応、
Bluetooth®＊3オーディオ/ハンズフリーフォン、
ジェスチャーコントロール、
コネクティビティ機能 App-Connect ）
ETC2.0対応車載器
モバイルオンラインサービス We Connect

＊4

モバイルオンラインサービス We Connect Plus

＊4

MEDIA-IN（iPod®＊5/iPhone®＊5/USBデバイス接続装置）
6スピーカー

外装
R-Line専用エクステリア
リヤスポイラー、
サイドスカート
〈ブラック〉）
（フロント&リヤバンパー、

▲2

▲2

▲2

▲2

▲2

▲2

ツインエキゾーストフィニッシャー

215/45R17タイヤ／7Jx17アルミホイール
（5スポーク）

その他
タイヤ応急修理キット

Volkswagen Professional Care

カップホルダー
（前席）

エアコンディショナー

TSI R-Line

足回り

＊6

チルト&テレスコピックステアリング

オールティンテッドガラス
（UVカット機能付）

TSI Trendline TSI Comfortline TSI Highline

トノカバー

パドルシフト

フォグランプ
（フロント）

収納
シートバックポケット
（運転席/助手席）

12V電源ソケット
（前席）

ダークティンテッドガラス
（リヤ/リヤ左右、UVカット機能付）

▲1

TSI R-Line

カミングホーム&リービングホーム

フォグランプ
（リヤ）

▲1

TSI Trendline TSI Comfortline TSI Highline

BlueMotion Technology
（Start/Stopシステム、
ブレーキエネルギー回生システム）

視界

スタティックコーナリングライト
駐車支援システム Park Assist

機能装備
ヒルホルダー機能

イモビライザー

＊8

▲：オプション
▲1 : セーフティパッケージ
▲2 : Discover Media パッケージ
▲3 : テクノロジーパッケージ
●：標準装備

TSI Comfortline、TSI Highline 、TSI R-Line：▲1は▲2とセットオプションとなります。▲3は▲1▲2とセットオプションとなります。

▲3

▲3

▲3

※パッケージの装備を単独で選択することはできません。
＊1：ヘッドライトの仕様に合わせてデザインが異なります。
（Windows Media® Audio）形式の音楽ファイルは再生できません。
＊2：著作権保護されているWMA
Bluetooth®は携帯電話の仕様や設定により接続できない場合や、操作方法・表示・動作
＊3：Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,Inc.の商標または登録商標です。
が異なる場合があります。
ナビゲーション関連機能は提供されません。
＊4： Ready 2 Discover は車両関連サービスおよびストリーミング＆インターネットを提供。
iPhone®は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone®の商標は、
アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
＊5：iPod®、
電波により植え込み型ペースメーカーなどの医療用電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。
＊6：スマートエントリー＆スタートシステムは、
「Qi
（チー）
」
に対応したスマートフォンが対象になります。
＊7：ワイヤレス充電規格
スピードリミッターは同時装着できません。
＊8：セーフティパッケージを装着する場合、
詳しくはフォルクスワーゲン カスタマーセンターまたは正規ディーラーにお問い合わせください。

シート／内装
スポーツコンフォートシート
（運転席 / 助手席）
高さ調整式シート
（運転席 / 助手席）
ランバーサポート
（運転席/助手席）
可倒式シート
（後席）
分割可倒式シート
（後席）
マルチファンクションステアリングホイール
レザーマルチファンクションステアリングホイール
レザーハンドブレーキグリップ
レザーシフトノブ
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