特別限定車

cross up!

■ プレミアムサウンドシステム beats sound system
up!に最適なチューニングを施された、300W、8チャンネルのパワーアンプとDSP（デジタルシグナルプロセッサー）、6スピーカー＋サブウーファーを
音楽が持つエネルギーや興奮、
気持ちの高まりを全身で体感できるサウンドシステムです。
含む計7個のハイエンドスピーカーを搭載。

A

B

A

C

左右のAピラーに
2 個の高音用ツイーター（前席）
フロントドア左右に

B 2 個の低音用ウーファー（前席）

D
C

A

B

2 個のブロードバンド
スピーカー（後席）
重低音用サブウーファー

C

D （ラゲージルーム スペアホイールスペース）

■ Volkswagen 純正インフォテイメントシステム Composition Phone
あなたのスマートフォンが、up! 専用のインフォテイメントシステムとつな
がります。専用アプリケーション Volkswagen maps+more を使用
すれば、
スマートフォン画面上でナビ機能を使ったり、音楽を楽しんだり、
ドライビングをもっと便利に楽しくする機能を手軽に簡単に使いこなす
ことができます。Composition Phone本体には5インチカラーディス

NAVI

次の
信号
左で を
す

MUSIC

SDカードに保存されたMP3/WMA＊1再生＊2やAM/FMラジオ、
プレーを搭載。
Bluetooth®＊3オーディオ/ハンズフリーフォンにも対応しています。

Volkswagen maps+more アプリ

い い 音 で 、ドライブ の 楽しみも、さらに up!
beats sound system 搭 載

Bluetooth®＊3接続することでcross up!と連携し、ナビ
ゲーションマップや車の走行データなどをスマートフォンに
表示できるアプリです。Android™＊4携帯端末はGoogle

力強い低音と澄み 渡る高音域のサウンドが楽しめる beats sound system や、
スマートフォンとつながる Composition Phone を搭載。
いつものお気に入りの音楽を、いい音で存分に楽しめます。
さらにリヤビューカメラなどの駐車支援システム、

全国限 定

500台

シートヒーター（運転席 / 助手席）なども標準装備。

Play™＊4、iPhone®＊5はApp Store＊5から入手頂けます。

あなたのスマートフォンがナビに

スマートフォンの音楽をそのまま再生

ナビの地図情報は自動でアップデート。新しい
お店や駐車場など最新の情報が得られます。

いつものスマートフォンの音楽を、up!のオー
ディオシステムで楽しむことができます。

※Volkswagen maps+moreアプリには一部有料機能がありますが、1年間は無償でご利用いただけます。走行中に使用できるのは一部のアプリケーションとなります。詳細については、
お近くの正規ディーラーまで
自動車に関係する法律、条令、安全基準を順守してください。
お問い合わせください。※Volkswagen maps+moreアプリおよびスマートフォンを使用する場合は、常に交通安全を心がけ、交通規則、道路交通法、
安全が確保されない場合は、必ず安全な場所に停車してから操作してください。※画面は全てハメ込み画像です。
また、画面はイメージで実際とは異なる場合があります。※メディアの録音形式や状態によっては再生でき
＊1：著作権保護されているWMA（Windows Media®
ない場合があります。
また、再生可能なデータ形式・規格は限られます。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。
＊2：SDHCメモリーカードなどに記録された音楽ファイルの直接再生が可能です。
＊3：Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,Inc.の商標または登録商標です。Bluetooth®は
Audio）形式の音楽ファイルは再生できません。
＊5：iPod®、
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・動作が異なる場合があります。
＊4：Google、Google Play™、Android™、Android Auto™は、Google Inc.の商標または登録商標です。
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。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

アクティブな SUV スタイルに、こだわりの機能を備えた特別限定車 cross up! の登場です。
写真は一部実際と異なる場合があります。 ※Beats、bロゴはビーツ・エレクトロニクス社の商標です。※モニター画面はイメージです。
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個 性 的 な S U V スタイルと、
便 利 な 駐 車 支 援シス テ ム 。
絶 妙 の アレンジが 効 い た cross

後退時に役立つ、
3 つの駐車支援システム搭載。

ダークティンテッドガラス（リヤ/リヤ左右）
専用シルバードアミラー

専用シルバールーフレール

up! で す 。

■ リヤビューカメラ Rear Assist
■ パークディスタンスコントロール（リヤ）
＊
■ オプティカルパーキングシステム

Body Colors

Tornado Red

トルネードレッド

Costa Azul Metallic

コスタアズールメタリック（cross up!専用色）

Honey Yellow Metallic
ハニーイエローメタリック

センサーにより障害物などを検知し、警告音やComposition Phoneのカラーディスプレイ
で知らせるシステムです。
ディスプレイ左側には障害物との距離や位置を表示＊して、駐車時の

専用ブラックサイドモールディング

安全な操作をサポートします。
また、
ディスプレイの右側には車両後方の映像を映し出します。

専用ホイールハウスエクステンション

16インチアルミホイール

専用ドアシルプレート

専用リヤバンパー

画面にはガイドラインが表示され、車庫入れや縦列駐車などの際に安全確認をサポートします。
＊：ディスプレイにはリヤのみが表示されます。

専用フロントバンパー

写真は一部実際と異なる場合があります。※モニター画面はイメージです。
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小さい けど 、しっかりフォルクスワ ー ゲン。
使 い や す い 装 備 が 嬉しい 、安 全 装 備 が 頼もしい 。

「安全性能は、
すべてに優先する」。
フォルクスワーゲンがいつの時代にも掲げて
いるこのテーマを支えるのが、総合安全制御のコンセプトVolkswagenオール

Volkswagen

イン・セーフティです。
なによりも事故を起こさないための
「予防安全」。万が一の

低速度域での衝突回避、衝突被害軽減をサポート。
シティエマージェンシーブレーキ（低速域追突回避・軽減ブレーキ）

事故のダメージを軽減する
「衝突安全」。
そして、事故が起きた後の被害を抑える
「二次被害防止」
。
すべての人のドライブを安心で包み込むために、
3つのステージ
で総合的に危険を回避する数々の技術を搭載しています。

■ フルオートエアコンディショナー ／
シートヒーター（運転席/助手席）

■ レザーマルチファンクション

■ クルーズコントロール

ステアリングホイール

事故を起こさせない

万が一の事故のダメージを軽減する

予防安全

衝突安全

事故が起きた後の被害を抑える
二次被害防止

●シティエマージェンシーブレーキ
（低速域追突回避・軽減ブレーキ）

●4エアバッグ

●スタティックコーナリングライト

●高剛性ボディ

ドライバーが回避操作を行わない
に内蔵されたレーザーセンサーが前方の車両や障害物＊を検知、

●リヤビューカメラ Rear Assist

●全席3点式シートベルト

場合に自動的にブレーキを作動させます。
街中での移動や渋滞中の低速走行時に起こりやすい追突

●パークディスタンスコントロール
（リヤ）

●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）

●エマージェンシーストップシグナル

●フォースリミッター付シートベルトテンショナー
●ESC（エレクトロニック・スタビリティ・コントロール） （運転席/助手席）

●オプティカルパーキングシステム

シティエマージェンシーブレーキ＊を標準装備。時速30km未満＊での走行中、
フロントウインドー上部

事故などの危険を回避、
あるいは衝突の衝撃を軽減し、
安心で快適なドライブをサポートします。
＊：シティエマージェンシーブレーキは低速走行時の追突の危険回避または被害軽減を目的としたシステムであり、追突などを
自動回避するものではありません。制御には限界があり、道路状況や天候などによっては作動しない場合がありますのでシス
テムを過信することなく、
お客様ご自身でつねに安全運転を心がけてください。
また本システムは時速約5〜30㎞未満の車速
そのほか詳細に
範囲で車両から約10m前方までの交通状況を検知しますが、歩行者や小型の障害物などは検知しません。
ついては、
お近くの正規ディーラーまでお問い合わせください。

●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
室内の温度を自動で調整。ポリフェノールをコーティングしたアレルゲンフィルター採用

選局や曲送り、音量などのオーディオ機能がステアリングから手を離さずに操作可能。

アクセルペダルを踏み続けなくても、
スイッチひとつ

により、アレルゲン除去機能を付加しています。
また運転席・助手席には、内蔵された

最小限の操作と視線移動で、快適かつ安心なドライブを実現します。

で一定速度を維持。高速道路などでドライバーの
疲労を軽減します。

ヒーターで座面を温めるシートヒーターを装備しています。

車両の向きを修正し横滑りを防止。

ESC（エレクトロニック・スタビリティ・コントロール）

歩行者の安全も守る。
スタティックコーナリングライト

万が一の衝突時、衝撃を和らげる。
4エアバッグ

後続車に危険を知らせる。
エマージェンシーストップシグナル

■ 充分なゆとりを備えたラゲージルーム。

例えばカーブを曲がった先に大きな木の枝などが落ちていた

フォグランプ
（フロント）
に内蔵され、
低速でカーブを曲がる時に、

場合や、
雨の日の滑りやすい路面状況で、
急ハンドルなどクルマ
の不安定な挙動を感知すると、多くの電子制御機能をコント
ロールしてブレーキやエンジン出力を統合制御。横滑りを防ぎ、
通常時の容量は約251ℓ＊。

後席背もたれを倒せば、最大約959ℓ＊の大容量に。

フロアの下も有効に使えます。

フロアを下げることで、高さのある荷物も積み込めます。

広くフラットなスペースが出現します。

工具など普段使わないものの収納に便利です。

＊：VDA（ドイツ自動車工業会）方式による。※写真は機構説明用につき、一部実際と異なる場合があります。※小物は撮影用。

走行安定性を高めます。

運転席と助手席にフロントエアバッグを、
そして前席左右には

高速走行時＊に急ブレーキをかけると、
ブレーキランプが自動

ウインカーと連動して点灯。交差点での歩行者の確認がしや

頭部保護機能付サイドエアバッグを標準装備。合計 4 個の

点滅して後続車に緊急制動を知らせます。
そのまま時速10km

すく、
歩行者側に注意を促すこともできます。

エアバッグが、万が一の衝突の際に高い乗員保護性能を

以下になると、
ハザードランプ点滅に自動切替。再加速または

発揮します。

手動操作で解除することができます。
＊：速度は路面やタイヤなどの状況により左右されます。走行時は法定速度を
厳守してください。

※これらのシステムは衝突などを自動で回避するものではありません。
また、
システムの制御には限界があり、道路状況や天候によっては作動しない場合があります。
システムを過信せず、十分な注意を払い安全な運転を心がけてください。
ご使用の際には必ず取扱説明書をお読みください。詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。
写真は一部実際と異なる場合があります。
イラストは、機構説明用につき実際のものとは一部異なります。※モニター画面はイメージです。
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cross up!

車両本体価格

¥2,169,000（税込）

Body Colors

トルネードレッド
（G2）

ハニーイエローメタリック
（G8） コスタアズールメタリック
（3K）

主要諸元表

主要装備表

4ドア 5速ASG＊6 右ハンドル

Volkswagen オールイン・セーフティ
予防安全

スタティックコーナリングライト／リヤビューカメラ Rear Assist

車両型式

DBA-AACHYW

パークディスタンスコントロール
（リヤ）
／オプティカルパーキングシステム

寸法/重量

全長：3,625mm／全幅：1,650mm／全高：1,520mm

＊1
シティエマージェンシーブレーキ
（低速域追突回避・軽減ブレーキ）

ホイールベース：2,420mm／トレッド前/後：1,415mm/1,415mm
車両重量：960kg

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）
衝突安全

ブレーキアシスト

乗車定員

助手席エアバッグカットオフスイッチ）
フロントエアバッグ
（運転席/助手席、

性能

4名
最小回転半径 :4.6m

頭部保護機能付サイドエアバッグ
（運転席/助手席）

燃料消費率
（国土交通省審査値）

（運転席/助手席）
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

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

盗難防止装置

イモビライザー

視界

型式:CHY／種類 : 直列3気筒DOHC
（4バルブ）
／内径×行程:74.5×76.4mm／総排気量:999cc

エンジン

:55kW
:95Nm
圧縮比:10.5／最高出力
（ネット値）
（75PS）
/ 6,200rpm／最大トルク
（ネット値）
（9.7kgm）
/3,000‐4,300rpm
燃料タンク容量:35ℓ／使用燃料: 無鉛プレミアム

LEDポジションランプ付）
ハロゲンヘッドライト
（ハイトコントロール機能、
オートライト／フォグランプ
（フロント/リヤ）

トランスミッション:自動5段
（前進）
1段
（後退）

諸装置

変速比: 第1速3.642/第2速2.142/第3速1.361/第4速0.959/第5速0.796/後退3.615／最終減速比：4.166

オールティンテッドガラス
（UVカット機能付）

フロントサスペンション:マクファーソンストラット
（スタビライザー付）
／リヤサスペンション:トレーリングアーム

UVカット機能付）
ダークティンテッドガラス
（リヤ/リヤ左右、

: ラム／使用タイヤサイズ :185/50 R16
フロントブレーキ: ベンチレーテッドディスク／リヤブレーキド

レインセンサー／電動リモコンドアミラー
（ヒーター付）
空調

フルオートエアコンディショナー
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）

オーディオ／
ナビゲーション

Volkswagen純正インフォテイメントシステム Composition Phone
MP3/WMA＊2再生＊3、
AM/FMラジオ、
SDカード、
Bluetooth®＊4オーディオ/ハンズフリーフォン）
（5インチ カラーディスプレー、
スマートフォンホルダー／iPod®＊5/iPhone®＊5/USBデバイス接続装置

機能装備

: 21.0km/ℓ

主要燃費向上対策 : アイドリングストップ装置／可変バルブタイミング／電動パワーステアリング／充電制御／ASG＊6

環境仕様
排出量
二酸化炭素
（CO2）

111g/km
（JC08モード走行 燃費値換算）

排出ガス

8チャンネル-7スピーカー）
オーディオ外部入力端子／プレミアムサウンドシステム beats sound system（総出力300W、

騒音

ヒルホルダー機能

エアコン冷媒

一酸化炭素
（CO）
：1.15g/km／非メタン炭化水素
（NMHC）
：0.013g/km／窒素酸化物
（NOx）
：0.013g/km
平成10年規制適合
（規制値 近接排気騒音：96dB／定常走行騒音：72dB／加速走行騒音：76dB）
種類：R134a／使用量：380g／GWP値：1,430／環境影響度目標値：150／目標年度2023年

BlueMotion Technology
（Start/Stopシステム、
ブレーキエネルギー回生システム）
パワーウインドー
（前席）
／カミングホーム&リービングホーム
チルトステアリング／電動パワーステアリング／クルーズコントロール
快適装備

四面図
（mm）

インテリアアンビエントライト
カップホルダー
（前席/後席）

クロームパッケージ
（フロントグリルルーバー/リヤゲート）

シート／内装

高さ調整式シート
（運転席）
／分割可倒式シート
（後席）

1,020

外装

cross up!専用エクステリア
（フロント&リヤバンパー、
ホイールハウスエクステンション、
ブラックサイドモールディング、
シルバードアミラー、
シルバールーフレール）

960

950

走行距離、
平均速度、
運転時間、
外気温度、
メニュー機能）
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、
シートベルト警告装置
（全席）
／タイヤ空気圧警告灯

1,520 全高

メーター周り

／レザーマルチファンクションステアリングホイール
シートヒーター
（運転席/助手席）

185/50R16タイヤ／6Jx16アルミホイール
（5ツインスポーク）
タイヤ応急修理キット／Volkswagen Professional Care

＊1：シティエマージェンシーブレーキの制御には限界があります。
このシステムは追突による被害軽減を目的とし、
自動で追突を回避するものではありません。
また、道路状況や天候によっては作動しない場合が
あります。
＊2：著作権保護されているWMA（Windows Media® Audio）形式の音楽ファイルは再生できません。
＊3：SDHCメモリーカードなどに記録された音楽ファイルの直接再生が可能です。
＊4：Bluetooth®は
米国Bluetooth SIG,Inc.の商標または登録商標です。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・動作が異なる場合があります。
＊5：iPod®、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。
＊6：ASG（Automatisiertes Schaltgetriebe）
＝ドイツ語でオートメーテッドマニュ
アルトランスミッションの意味。●表示の価格は消費税込みです。車両本体価格には付属品価格、保険料、税金（消費税を除く）、登録に伴う諸費用、
リサイクル料金は含まれておりません。別途必要となります。
●本仕様・主要装備・諸元などは予告なく変更される場合があります。
●フォルクスワーゲン グループ ジャパンが日本に輸入する車は、
安全対策及び排気ガス対策の点で現行の国内基準をすべて満たしています。
●燃料消費率は、
定められた試験条件のもとでの値です。
実際の走行時には、
この条件
（気象、
道路、
車両、
運転、
整備などの状況）
が異なってきますので、
それに応じて燃料消費率は異なります。
●スノーチェーンの
ご使用に際し、
製品によってはボディに干渉する恐れがありますので、
詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。
※ボディカラー、
内張りとシートのカラーについては、
撮影・印刷条件により実際の車両と異なって
見えることがありますのでご了承ください。
※本カタログ中で使用した写真及びイラストは、
実際と異なる場合がありますのでご了承ください。
製造事業者：フォルクスワーゲン グループ ジャパン 株式会社
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レザーハンドブレーキグリップ／cross up!専用ドアシルプレート

1,415

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おります。

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

: ルネードレッド
Issue: December, 2019 VW0419-GP9121 Photo ボディカラート
（G2） 写真は一部実際と異なる場合があります。

