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フォルクスワーゲン専門店

Ｗａｔｅｒｖａｌｌｅｙ
フォルクスワーゲン 車種紹介

コンパクトカー

ゴルフ
フォルクスワーゲンのコンパクトモデルである「ゴルフ」シリーズは、
1974年にデビューしました。「ビートル」や「ポロ」とならび、
同メーカーの代表的な小型車として今も販売され続けています。
世界的にはFFコンパクトカーの元祖であり、日本の自動車メーカーも
ハッチバック車の生産で影響を受けています。ゴルフの特徴は、安い
コストと品質の高さです。特に品質では居住性の高さや優れた乗り心
地、小回りの利きやすさなどが特徴といえるでしょう。ゴルフは通勤
や買い物などに使える車として、世界的な支持を集めています。
電気自動車の「e-Golf」といった派生モデルもあります。

ポロ
ゴルフと並び、フォルクスワーゲンにとっては日本での年間販売台数
が常に1万台を超える中核モデルである。ユーザーの60%が女性であ
る。ゴルフはモデルチェンジのたびボディサイズを拡大してきました
が、ポロの大きさは現行モデルでも2代目ゴルフ程度と、かつてゴル
フが担っていたベーシックなコンパクトカーの役割を果たしており、
このクラスのベンチマーク的存在でもある。ただし2017年に発表さ
れた6代目モデルは次世代プラットフォームであるMQBを採用し、全
幅が1,750mmと3ナンバーサイズへと拡大されました。
歴代を通してスポーツモデルが存在し、3代目からは“GTI”名を冠し
たポロGTIが、そして2005年にはFWDのクロスオーバーSUVタイプ
の「クロスポロ」が登場している。

セダン

フォルクスワーゲンを代表するセダン。セダン、ステーションワゴン
「ヴァリアント」、クロスオーバーワゴン「オールトラック」の３タ
イプがあります。よくできた車で、いい意味で「普通の車」、世界的
にも人気は高いといわれています。

フォルクスワーゲンの魅力が凝縮されたフラッグシップモデルとなる、
アバンギャルドなグランドツーリングカー「アルテオン」。流麗かつ
ダイナミックなファストバックデザインは、セダンの快適性、ステー
ションワゴンの機能性、クーペのスタイリッシュさを兼ね備えている。

パサート

アルテオン



ミニバン

ゴルフトゥーランは、走りのよさに定評のあるゴルフをベースに
したミニバンで、スポーティーな走りを楽しめます。1.4L TSIエ
ンジンとクリーンディーゼル2.0L TDIエンジン、そこにDSGミッ
ションが組み合わさり、コンパクトなボディと相まってキビキビ
とした走りが可能です。

ＳＵＶ

シャランは、室内空間にゆとりのあるフルサイズミニバンです。
３列シート、両側電動スライドドア、上級グレードに用意した電
動テールゲートなど、国産ミニバンに負けない利便性を持ちます。
1.4LのTSIエンジンとDSGミッション、低回転から力強いトルク
のクリーンディーゼル2.0LTDIエンジンもあり、軽快な走りが魅
力です。

シャラン

ゴルフトゥーラン

Poloをベースとして、SUVに仕立てたのがT-Crossである。
日本国内では、VWのSUV頂点にティグアン、T-Roc、T-Crossと
続き、この車は末弟にあたります。

T-Rocは、ゴルフ（といっても7代目だが）の骨格をベースとし
たSUVである。T-Crossとティグアンの間の車格で次男的な車で
す。日本車でいえば、ホンダのヴェゼルやトヨタのC-HRあたり
が競合すると思います。

ティグアン

日本で発売されているフォルクスワーゲンのSUVの中では1番上の
兄貴分にあたります。日本車ではトヨタのハリアーや、日産のエ
クストレイル、マツダのＣＸ－５あたりでしょうか。ゆったりと
５人乗れるＳＵＶをお考えであれば、こちらになります。

いずれの車も非常に魅力的な車です。
常時50台ほどの在庫車を置いておりまして、試乗も可能です。紙面上ではなかなかすべてをお伝
えすることができません。今まで日本車を乗り継いで来られた方にも、「フォルクスワーゲン」
の雰囲気を感じてください。是非フォルクスワーゲンの魅力を感じにご来店ください。
スタッフ一同、心よりお待ちしております。
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ミズタニセレクト

特選中古車大放出！

フォルクスワーゲン専門店 Watervalley

①納車時ガソリン満タン渡し！（ハイオク）

②QUOカード１万円分プレゼント！

１０／１（金）

期間

１０／３１（日）

※クーポン等他の割引との併用不可となります。

38.8万円

年式：2010年07月 距離：65，805km

年式：2012年10月 距離：47,293km

年式：2011年02月 距離：47,261km

ポロ 1.2 Comfort

ゴルフトゥーラン TSI ハイライン

年式：2011年01月 距離：57,022km

ゴルフヴァリアント 1.4Trend

up! high up! 4ドア

その他在庫車は
こちらをクリック
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https://vw-watervalley.jp/stock/CHA049.php
https://vw-watervalley.jp/stock/CHA054.php
https://vw-watervalley.jp/stock/CHA039.php
https://vw-watervalley.jp/stock/CHA025.php
https://vw-watervalley.jp/stock/


紹介いただいた方 紹介いただいた方

お車の購入・車検などご家族・ご友人
を是非ご紹介ください！

オトクな特典があります♪

新型コロナウィルス感染症対策のために
オンライン商談を実施しております！

フォルクスワーゲン専門店Watervalley在庫車特集

LINE登録は
こちらをクリック

ゴルフ 1.4 Comfortline

2011年05月
47,574km

ゴルフヴァリアント 1.4Trend

2010年09月
53,338km

ゴルフトゥーラン TSI コンフォートライン

2012年08月
51,243km

2013年11月
48,925km

ゴルフヴァリアント TSI Comfortline BM

2016年08月
58,375km

ゴルフヴァリアント TSI Comfortline BM

2014年06月
46,648km

ゴルフ TSI Highline BM

2014年03月
35,167km

2014年08月
52,175km

ポロ 1.2 Comfort

ゴルフ TSI Highline BM

紹介キャンペーン実施中！

38.8万円38.8万円 38.8万円38.8万円

48.8万円48.8万円 48.8万円48.8万円

78.8万円78.8万円78.8万円78.8万円

88.8万円88.8万円88.8万円88.8万円

画像をクリック

オンライン商談実施中

画像をクリック

画像をクリック

画像をクリック

画像をクリック 画像をクリック

画像をクリック画像をクリック

https://vw-watervalley.jp/stock/CHA033.php
https://vw-watervalley.jp/stock/CHA043.php
https://vw-watervalley.jp/stock/CHA008.php
https://vw-watervalley.jp/stock/CHA006.php
https://vw-watervalley.jp/stock/CHA040.php
https://vw-watervalley.jp/stock/CHA016.php
https://vw-watervalley.jp/stock/CHA003.php
https://vw-watervalley.jp/stock/CHA037.php
https://lin.ee/u2OWJw4






オンライン
商談

決済方法

かわはらCRM

営業一筋38年！
物腰が柔らかく、
フットワークも軽
くて 分からない
事はすぐに調べて
くれます。 とて
も優しく頼りにな
ります。

ささき車両販売

趣味は旅行、温
泉、喫茶店です。
オススメの旅先、
秘境の温泉もご
案内します！
春は地元の祭り
に燃えています。

いわぐち販売事務

販売部の紅一
点。 登録書
類と阪神タイ
ガースのこと
は お任せく
ださい。

オイル交換・法定点検
※車検は対象外

WEB予約

MIZUTANI Leaflet vol.43

こちらをクリック

Webサイトはこちらをクリック

こちらをクリック

〒601-8306 京都市南区吉祥院宮ノ西町27番地

定休日業務内容によって異なります。カレンダーをご確認ください。
営業時間：AM8:40～PM6:00（整備受付PM5:00まで）
定休日：日曜・祝日

PHONE 075-313-4091

Webサイトはこちらをクリック Webサイトはこちらをクリック

〒612-8394 京都市伏見区下鳥羽芹川町22番地

PHONE 075-623-4008

定休日業務内容によって異なります。カレンダーをご覧ください。
営業時間：10:00～18:00
定休日：火曜日

https://reserva.be/mizutani
https://www.car-mizutani.jp/
https://kyoto-fukushicar.jp/
https://lin.ee/u2OWJw4
https://vw-watervalley.jp/

