Press Information
VPR21-025
2021 年 5 月 12 日（水）
フォルクスワーゲン グループ ジャパン 株式会社
1/3

フォルクスワーゲン 新型「Tiguan」を発表
ヨーロッパのベストセラーSUV、安全性・快適性・利便性全てにおいて正常進化






デザインを刷新し、力強いスタイリングを実現
強化されたパワートレイン
最新の運転支援システム・コネクティビティ機能を採用
フォルクスワーゲンの SUV 初のハイパフォーマンスモデル「Tiguan R」を追加設定

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：ティル シェア、本社：愛知県
豊橋市、略称：VGJ）は、4 年ぶりにマイナーチェンジしてさらに進化した新型「Tiguan（ティグアン）」を、
本日より全国のフォルクスワーゲン正規ディーラーで発売します。なお、「Tiguan R」の納車は年後半を
予定しています。
全国希望小売価格は、￥4,079,000（税込）～￥6,849,000（同）です。
新型「Tiguan」は、マイナーチェンジによってエクステリアデザインのブラッシュアップに加え、エンジンを
1.4TSI エンジンに代わり、新たに 1.5TSI エンジンを採用するとともにトランスミッションを 7 速 DSG とす
るなど、パワートレインも刷新しています。また、同一車線内全車速運転支援システム“Travel Assist”
や LED マトリックスヘッドライト“IQ.LIGHT”などの最新の先進運転支援システムを
新型「Passat（パサート）」に続き採用し、安全性や快適性を向上させています。
さらに常時コネクティッドの新世代インフォテイメントシステム“Ready 2 Discover”および“Discover Pro”
を採用することで、コネクティビティも強化し、安全性・快適性・利便性の全方位にわたって進化を
遂げています。
また、今回のマイナーチェンジによって、フォルクスワーゲンの SUV として初めてスポーツグレードが
設定されました。フォルクスワーゲンの SUV として初めて追加された高性能スポーツモデル「Tiguan R
（ティグアン アール）」は、フロントおよびリヤデザインに加え、専用デザインの 21 インチアルミホイール、
ブルーにペイントされたブレーキキャリパーやクロームのデュアルツインエキゾーストパイプなどの数々
の専用アイテムを装備しています。パワートレインは、320PS を発生する 2.0TSI エンジンを搭載。
新開発の 4 輪駆動システムを採用しており、SUV ラインナップの新たなフラッグシップモデルです。
新型「Tiguan」は、世界で最も成功しているフォルクスワーゲンのモデルの 1 つで、2019 年には 91 万
1,000 台が生産され、ヨーロッパではベストセラーSUV モデルとなっています。2017 年に日本に導入し
た第 2 世代となる「Tiguan」は、MQB プラットフォームを採用し、スモール SUV ながら居住性に優れた
ゆとりあるパッケージング、渋滞時追従支援システム“Traffic Assist” など充実した先進安全装備、
テレマティクス機能を搭載したインフォテイメントシステムなど最新技術を惜しみなく投入し、フォルクス
ワーゲンラインアップを代表する SUV モデルとしての位置づけを確固たるものとしました。
新型「Tiguan」の主なポイントは、次の通りです。

 デザインを刷新し、力強いスタイリングを実現
新型「Tiguan」のエクステリアデザインの最大の特徴は、新しい LED ヘッドライトを備え、デザインが
一新された印象的なフロントエンドです。ボンネットは特徴的なラジエーターグリルからさらに上に伸び、
先代に引き続き力強いデザインとなっています。全長は先代と比べて 15mm 伸び、4,515mm。
全幅 1,840mm、全高 1,675mm、ホイールベース 2,675mm と先代と変わらず、SUV らしいスクエアな

ボディスタイルから想像されるとおりの広い室内空間を実現しています。
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 強化されたパワートレイン
新型「Tiguan」で採用したパワートレインは、従来の1.4 TSIエンジンに代わり、新たに1.5 TSIエンジンを
採用。アクティブシリンダーマネージメント（気筒休止機能）が搭載されており、走行シーンに応じて瞬時
に4気筒から2気筒へ切り替え、燃料消費量を抑制します。高性能モデルの「Tiguan R」には、2.0TSIエ
ンジンを採用。235kW(320PS)のパワーを発生するこのエンジンは、わずか2,100rpmの低回転域から
420Nmの強大なトルクを発生し、0-100km加速は4.9秒を記録します。（欧州参考値）。
全車7速DSGを採用していますが、「Tiguan R」のトランスミッションにはより高トルクに対応できるように
設計された7速DSGが設定されます。

 最新の運転支援システム・コネクティビティ機能を採用
新型「Tiguan」は、同一車線内全車速運転支援システム“Travel Assist”を全車標準装備としています。
従来の渋滞時追従支援システム“Traffic Assist”をさらに進化させたシステムで、ドライバーが
あらかじめ設定した車速内において、前走車との車間距離及び走行レーンの維持をサポートします。
ステアリングホイールに設置されている“Travel Assistボタン”を押すだけで、システムを起動することが
でき、高速道路などの長距離移動において安全性の向上と疲労の軽減に寄与します。そして、
LEDマトリックスヘッドライト“IQ.LIGHT”は、フロントカメラで対向車や先行車を検知し、マトリックス
モジュールに搭載されたLEDを個別に制御することで、最適な配光を可能としたシステムです。
これにより、安全性を向上させるだけでなく、ダイナミックターンインジケーターと合わさって、右左折時
の被視認性向上にも寄与しています。
その他、世界的なオーディオブランド“Harman Kardon”（ハーマン カードン）と協力して、専用の
プレミアムサウンドシステムを開発し、オプション設定しています。フロントとリヤで合計10のスピーカー
で構成されたシステムは総出力480ワットの16チャンネルデジタルアンプが臨場感あふれるサウンドを
実現しています。
また、インフォテイメントシステムには常時コネクティッドの新世代インフォテイメントシステムを採用。
オンラインサービス“We Connect”と合わせることで、最新の渋滞情報などを入手できることに加え、
スマートフォンの専用アプリにて窓の閉め忘れや車両駐車位置などの車両情報を確認することが
できます。また、車両のドアの解錠・施錠もスマートフォン上で操作することもでき、今まで以上に
充実したサービスをご利用いただけます。

◆ 導入記念特別仕様車「TSI First Edition」
新型「Tiguan」の日本導入を記念して、特別仕様車「TSI First Edition」を導入いたします。TSI First
Edition は TSI Elegance をベースとし、ノワゼット／チタンブラックの 2 トーンカラーの専用レザーシート
とウッドパネルを採用した特別仕様車です。TSI R-Line 同様のブラックルーフライニングを採用し、
落ち着いたシックな内装とした他、19 インチのアルミホイールとアダプティブコントロール“DCC”を
標準装備した他、TSI Elegance と共通の 5 色に加え専用色となるジンジャーブラウンメタリックも
設定しました。

◆ フォルクスワーゲンの SUV 初のハイパフォーマンスモデル「Tiguan R」を追加設定
新型「Tiguan」には、高性能スポーツモデルとして「R」が初設定されます。フロントおよびリヤバンパー、
大径アルミホイールなど数々の専用アイテムを装備し、エンジンもスポーツ仕様の 2.0TSI エンジンを
採用。さらにモータースポーツの世界からフィードバックされて新たに開発された、“R パフォーマンス
トルクベクタリング”というトルクスプリッター付き四輪駆動システムをフォルクスワーゲンのモデルで
初採用しています。この駆動システムは、前輪と後輪の間だけでなく、後輪の左右のホイール間の
駆動力も配分することができ、特にコーナリング時において、高い敏捷性を得ることができます。
またハンドリングもプログレッシブステアリングを採用したことで、取り回しや駐車時に必要な力が大幅
に軽減されます。その他、ドライブモード内にある、「Tiguan R」用に特別に開発された「RACE」モード
では、エンジンサウンドが高まり、トランスミッションやダンパー調整などをよりスポーティな設定に変更
することが可能です。
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新型「Tiguan」は、新色のナイトシェードブルーメタリックやドルフィングレーメタリック、キングスレッド
メタリックなど全 8 色展開となっています。
その他、新型「Tiguan」についての主要装備表や諸元表などの詳細は別紙 Press Information を
ご参照ください。
全国希望小売価格やオプションならびにグレード構成は次頁以降をご参照ください。
＜全国希望小売価格（税込）＞
新型「Tiguan」：5 グレード展開
・TSI Active
・TSI Elegance
・TSI First Edition（特別仕様車）
・TSI R-Line
・R

1.5 TSI (110kW) / 7DSG

¥4,079,000

1.5 TSI (110kW) / 7DSG

¥4,839,000

1.5 TSI (110kW) / 7DSG

¥5,249,000

1.5 TSI (110kW) / 7DSG

¥5,039,000

2.0 TSI (235kW) 4MOTION / 7DSG

¥6,849,000

＜オプション（税込）＞
Discover Pro パッケージ(TSI Active)
-

¥154,000

Volkswagen 純正インフォテイメントシステム“Discover Pro”

（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”）
レザーシートパッケージ(TSI Elegance)
-

レザーシート

-

電動格納式リモコンドアミラー（ヒーター、メモリ、リバース連動機能<助手席>付）

-

パワーシート（運転席<前後／高さ／角度／リクライニング>、メモリー付）

-

パワーランバーサポート（運転席）

レザーシートパッケージ(TSI R-Line)
-

R-Line 専用レザーシート

-

電動格納式リモコンドアミラー（ヒーター、メモリ、リバース連動機能<助手席>付）

-

パワーシート（運転席／助手席<前後／高さ／角度／リクライニング>、メモリー付）

-

パワーランバーサポート（運転席／助手席）

DCC パッケージ（TSI R-Line）
-

アダプティブシャシーコントロール“DCC”

-

255/40 R20 モビリティタイヤ／8.5Jx20 アルミホイール(５ダブルスポーク)

ラグジュアリーパッケージ（TSI First Edition ／ TSI R-Line）

¥286,000

¥319,000

¥220,000

¥253,000

-

電動パノラマスライディングルーフ（電動サンシェード、UV カット機能付）

-

プレミアムサウンドシステム“Harman Kardon”（総出力 480W、16 チャンネル・9 スピーカー）

有償オプションカラー
-

オリックスホワイト マザーオブパールエフェクト（全グレード）

¥66,000

-

キングスレッドメタリック(TSI Elegance / TSI First Edition)

¥33,000

-

ラピスブルーメタリック(R 専用色)

¥33,000

新型「Tiguan」の広報写真ならびにPress Informationは、フォルクスワーゲン プレスクラブからダウン
ロードしてご利用ください。http://www.volkswagen-press.jp/

