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Polo, Golf, Golf Variant, Tiguan の特別限定車 “Lounge”シリーズを導入
共通のテーマは、“ラウンジのように落ち着いた上質な空間と洗練された都会的な装い”

フォルクスワーゲン グループ ジャパン 株式会社（代表取締役社長：庄司 茂、本社：愛知県豊橋市、略称：VGJ）は、
フォルクスワーゲン AG （ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州） が企画した特別限定車、“Lounge（ラウンジ）”
シリーズのうち、日本でも人気の高いハッチバックモデルの「ポロ」と「ゴルフ」、そして、「ゴルフ」のワゴンモデルの
「ゴルフ ヴァリアント」、さらに、コンパクト SUV「ティグアン」の 4 モデルを限定導入し、本日から全国のフォルクス
ワーゲン正規ディーラーで販売を開始します。今回導入するこれら 4 モデルの “Lounge” シリーズには、この限定車
の共通テーマである “プライベートラウンジのように落ち着いた上質な空間と洗練された都会的な装い“ に溢れた
多数の専用アイテムを標準装備するほか、それぞれに人気の高い快適装備などをあらたに追加した、質実ともに
とても魅力的かつ個性的な限定車です。各モデルに装着する特別装備品とボディカラー、販売台数、希望小売価格
（税込）については、下記モデル別一覧表をご参照ください。
フォルクスワーゲンは、こうした個性的で、日々の生活をより生き生きと、アクティブにするモデルを導入することで、
お客様の新しいライフスタイルを力強くサポートしてまいります。

◇ “Lounge” シリーズの共通装備
エクステリア

“Lounge” 専用デザイン アルミホイール、“Lounge” ロゴ入りエンブレム（フロントフェンダー左右）

インテリア

“Lounge” 専用デザイン ファブリックシート、専用ドアシルプレート

◇ モデル別一覧
＜ベースモデル：Polo TSI Comfortline＞

Polo Lounge

LED ヘッドライト （オートハイトコントロール機能、LED ポジションランプ付）
特

エクステリア

“Lounge” ロゴ入りエンブレム（フロントフェンダー左右）

別
装
備

185 / 60R 15 タイヤ /専用 6J X 15 アルミホイール （10 スポーク）
専用ファブリックシート

インテリア

専用ドアシルプレート
フルオートエアコンディショナー
フットウェルランプ （前席）

機能装備
ボディカラー

販売台数

（全 3 色）

（1,000 台）

希望小売価格（税込）

クリプトングレーメタリック （Polo Lounge 専用色）

500 台

ピュアホワイト

250 台

サンセットレッドメタリック

250 台
¥2,399,000
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＜ベースモデル：Golf TSI Comfortline＞

Golf Lounge

バイキセノンヘッドライト （オートハイトコントロール機能付）
特

エクステリア

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）

別
装
備

205 / 55R16タイヤ / 専用6.5Jx16アルミホイール （10スポーク)

インテリア

専用ファブリックシート、専用ドアシルプレート
Volkswagen 純正インフォテイメントシステム“Discover Pro”

機能装備

インテリアアンビエントライト / フットウェルランプ （前席）

ボディカラー

販売台数

（全 5 色）

（1,500 台）

希望小売価格（税込）
*1 有償オプションカラー

クリプトングレーメタリック （Golf Lounge 専用色）

400 台

タングステンシルバーメタリック

400 台

オリックスホワイト マザーオブパールエフェクト *1

400 台

ナイトブルーメタリック

200 台

サンセットレッドメタリック （Golf Lounge 専用色）

100 台

¥ 3,090,000
¥64,800 円

Golf Variant Lounge ＜ベースモデル：Golf Variant TSI Comfortline＞
エクステリア
特
別
装
備

バイキセノンヘッドライト （オートハイトコントロール機能付）
205 / 55 R16 タイヤ / 6.5J x 16 アルミホイール （10 スポーク)
専用ファブリックシート、専用ドアシルプレート

インテリア

レザー3 本スポークマルチファンクションステアリングホイール （ｵｰﾃﾞｨｵｺﾝﾄﾛｰﾙ付）
Volkswagen 純正インフォテイメントシステム “Discover Pro”
リヤビューカメラ “Rear Assist”

機能装備

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）
インテリアアンビエントライト / フットウェルランプ （前席）

ボディカラー

販売台数

（全 3 色）

（800 台）

クリプトングレーメタリック （Golf Variant Lounge 専用色）

350 台

オリックスホワイト マザーオブパールエフェクト *1

350 台

サンセットレッドメタリック （Golf Variant Lounge 専用色）

100 台

希望小売価格（税込）

¥ 3,190,000

*1 有償オプションカラー

¥64,800 円

Tiguan Lounge

＜ベースモデル：Tiguan TSI BlueMotion Technology＞
バイキセノンヘッドライト （オートハイトコントロール機能、LEDポジションランプ付）

特
別

エクステリア

235 / 50R18 タイヤ / 7J × 18 アルミホイール （10 スポーク）

装
備

スタティック＆ダイナミックコーナリングライト、クロームドアミラー

インテリア

専用ファブリックシート、専用ドアシルプレート
ピュアホワイト

120 台

ボディカラー

販売台数

ディープブラックパールエフェクト

120 台

（全 4 色）

（300 台）

リフレックスシルバーメタリック

30 台

ナイトブルーメタリック

30 台

希望小売価格（税込）

¥ 3,868,800

