
エコカー補助金＆新・エコカー減税100％

フォルクスワーゲンは、
エコカー減税・補助金対象車を多数そろえています。

Sharan / Passat / Passat Variant / Golf Variant TSI Trendline / Touareg Hybrid対象車種

Passat TSI Comfortline

車両本体価格￥3,240，000（消費税込）4ドア 1.4ℓ ターボ 7速ＤＳＧ®

エコカー補助金 + 新・エコカー減税

約292,700円の優遇！

Passat Variant TSI 
Comfortline

車両本体価格￥3,460，000（消費税込）4ドア 1.4ℓ ターボ 7速ＤＳＧ®

エコカー補助金 + 新・エコカー減税

約302,100円の優遇！
Golf Variant TSI Trendline

車両本体価格￥2,790，000（消費税込）4ドア 1.4ℓ ターボ 7速ＤＳＧ®

エコカー補助金 + 新・エコカー減税

約273,400円の優遇！

車両本体価格￥3,958，000（消費税込）4ドア 1.4ℓ ターボ 6速ＤＳＧ®

エコカー補助金 + 新・エコカー減税

約328,600円の優遇！

Touareg Hybrid
車両本体価格￥8,980,000（消費税込）4ドア 3.6ℓ ティプトロニック付8速A/T

+25％ エコカー補助金 + 新・エコカー減税

約571,800円の優遇！
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※表示価格は消費税込み車両本体価格です。※税金（消費税を除く）、保険料及び登録諸費用、オプション装備の価格は含まれません。
※リサイクル料金が別途必要になります。※詳しくは弊社までお問い合わせください。※写真の車は欧州仕様となります。

さらに今なら！シャランが当店でしかお買い求め頂けない、オートモールグループ特別装備付でお得！

が付いて
特別価格

￥4,200,000
（諸費用別途）当店通常合計価格

￥4,359,000 がなんと！！

Sharan 
TSI Comfortline
シャラン バイキセノン
パッケージ
車両本体価格

￥3,958,000 当店
通常価格￥223,000 当店

通常価格￥30,000

カロッツェリア
サイバーナビ

あんしんの3年保証
AVIC-ZH07

さらに当社オリジナル
「オープニングVWブランドロゴ」入り

フリップ
ダウン
モニター
10.2型
 LED液晶

当月キャンペーン価格

￥148,000

オリジナル
マット
●ドイツカラー
●ジグソーパズル柄
　（ベージュ）
から選べます。Sharan TSI Comfotline

オリジナル特別仕様車!!

●エンジン：直列4気筒DOHC4バルブ インタークーラー付ターボ
●総排気量：1,984cc
●最高出力（ネット値）：132kW（179PS）/4,500-6,200rpm  
●最大トルク（ネット値）：280Nm（28.6kgm）/1,700-4,500rpm

Tiguan Sport & Style

Tiguan R-Line

車両本体価格￥4,260，000（消費税込）

New Tiguan R-Line Debut!
●スポーツサスペンション ●ホイールハウスエクステンション（ブラック）
●255/40R19タイヤ／9J×19アルミホイール 
●フロントバンパー ●サイドスカート（カラード） ●リヤバンパー ●リヤスポイラー 

Tiguan R-Line 専用エクステリア

●ファブリックシート（ブラック/グレー〈IH〉）　
●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（オーディオコントロール付）　
●アルミ調ペダルクラスター（アクセル/ブレーキ） ●ドアシルプレート 

Tiguan R-Line 専用エクステリア

試乗車をご用意しております。
Volkswagenならではの卓越した走りと、上質のドライビングフィールをご体感ください。

よりスポーティに、ダイナミックに。個性を極めた新たなモデルが登場。

詳しくは、株式会社オートモール…担当/村井まで
営 業・メカニック
ショールームレディ スタッフ募集 TEL（059）361-1655

三重県内9拠点

三重四日市・三重津

四日市・鈴鹿

ポルシェセンター鈴鹿

鈴鹿本店・四日市日永店・津店
四日市東インター店・桑名店

四日市羽津店・津店
四日市日永店・鈴鹿店

ホンダオートテラス鈴鹿

鈴鹿オートリサイクルセンター

国産・輸入車新車販売、中古車販売・買取、自動車リサイクル事業を
総合的に展開するグローバル流通複合企業体です。

I.C.D.Aホールディングス株式会社

経験者
優遇

The Beetle
2012.4.20 Pre-order start!
2012年4月20日より先行予約開始。※実車展示発表は5月中旬以降を 予定しております。

株式会社オートモール　
三重県四日市市中村町2293-4　

TEL（059）361-1655　
FAX（059）361-7511
営業時間 AM10:00～PM8:00  
休店日 ： 毎週水曜日
http://www.volkswagen-yokkaichi.com/

株式会社オートモール　
三重県鈴鹿市飯野寺家町234-1　

TEL（059）384-5577
FAX（059）384-5551

営業時間 AM10:00～PM8:00  
休店日 ： 毎週水曜日
http://www.volkswagen-suzuka.com/

四日市
フォルクスワーゲン正規ディーラー

Volkswagen

鈴 鹿
フォルクスワーゲン正規ディーラー

Volkswagen
ベルシティより
東へ約4km

四日市東I.C.
出入口正面 

●表示価格は2012年4月現在のメーカー希望小売価格（参考価格）です。付属品価格、保険料、税金（消費税を除く）、登録に伴う諸費用は含まれておりません。
　販売価格は正規ディーラーが独自に定めておりますので、お問い合わせください。※リサイクル料金は価格に含まれておりません。 

北勢バイパス一部開通につき、
桑名方面からも便利になりました！

検索検索VW四日市ブログ または VW鈴鹿ブログ

クリック！
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Volkswagen鈴鹿の開店時間が変わりました。

'09 Golf TSI Trendline

6速DSG  AT  フル装備  
ＨＤＤカーナビ  ETC
ブラックマジックＰＥ  
走行22,000ｋｍ  
検無

145.8万円（消費税込）
・修復歴なし 
・車台番号/474

リ済別

リ済別

リ済別

リ済別

鈴　鹿

'07 Golf Touran 
TSI Trendline

6速DSG  AT  フル装備  
CD  HID  ETC  
ディープブラックＰＥ  
走行50,000ｋｍ  
検 H２4年7月

148万円（消費税込）
・修復歴なし 
・車台番号/153

四日市

'09 Polo 1.4 Comfortline

7速DSG  AT  フル装備  CD  
ディープブラックＰＥ  
走行17,000ｋｍ
検 H２4年12月

148万円（消費税込）
・修復歴なし 
・車台番号/565

四日市

リ済別 鈴　鹿

'09 Tiguan
Sport and Style

6速AT  AT フル装備  HDDナビ  
フルセグ  リアカメラ
18インチアルミ  ＥＴＣ   
ＨＩＤ  ディープブラックＰＥ
走行39,000ｋｍ  
検無

285万円（消費税込）
・修復歴なし 
・車台番号/241

リ済別 四日市

'10 Golf TSI Highline

6速DSG  AT フル装備  
CD  アルミ  ＨＩＤ  
シャークブルーＭ
走行9,000ｋｍ  
検 H２5年12月

258万円（消費税込）
・修復歴なし 
・車台番号/545

'10 Golf GTI 
18inc Wheel

6速DSG  AT  フル装備  CD  
アルミ  ＨＩＤ  ＥＴＣ
ブラックマジックＰＥ  
走行23,000ｋｍ  
検2年付

218万円（消費税込）
・修復歴なし 
・車台番号/360

四日市

リ済別

'10 Golf Variant 
Trendline

7速DSG  AT  フル装備  CD  
テンペストブルーＭ  
走行6,000ｋｍ  
検 H２5年12月

198万円（消費税込）
・修復歴なし 
・車台番号/681

鈴　鹿

リ済別 鈴　鹿

'10 Golf TSI Trendline

7速DSG  AT フル装備  CD  
HID  トルネードレッド
走行7,000ｋｍ  
検 H２5年3月

179万円（消費税込）
・修復歴なし 
・車台番号/223

人気のモデル新入荷

人気のモデル新入荷

人気のモデル新入荷

人気のモデル新入荷

人気のモデル新入荷

※記載表示によりリサイクル料金が別途必要となります。リ済別 …リサイクル料金
は預託済ですが価格に含まれていないため、預託金相当額が別途必要となります。

フォルクスワーゲン認定中古車全モデル対象

4/1(日)～6/30(土)期間
※詳しくはショールームスタッフにお問い合わせください。

フォルクスワーゲン認定中古車

フォルクスワーゲン認定中古車
低金利キャンペーン実施！

Das WeltAuto.
Guaranteed Used Car

2.99%

中古車情報に一発アクセス！


