
フォルクスワーゲン 2店（1店2回）

2009年 8月12日 14時00分

販売会社　016 DUO 守山

日常点検実施 実施 あり なし

タイヤゲージ校正 実施 あり なし

空気圧点検 実施 毎月 ６ヶ月

シロッコ 車検月 5月・11月 指定空気圧 前後230

気温　34.5度 平均気温 28.5度 タイヤサイズ 235-45-17

右前輪 右後輪 左前輪 左後輪 .

空気圧 309 307 314 304 気温補正 -9kPa

平均気温28.5度 300 298 305 295

指定空気圧 70 68 75 65

評価　２人乗り 過多 過多 過多 過多 15~30％

評価　５人乗り 過多 ＯＫ 過多 ＯＫ 過多

評価　５人荷物 過多 ＯＫ 過多 ＯＫ 前後差に問題

バラツキ 前後差に問題

指定空気圧

２人乗車 前230後230 過多

４人乗車 前230後260-270 過多

４人乗車荷物 前250後290 OK

ゴルフ 車検月 4月・10月 指定空気圧 前後230

気温　34.5度 平均気温 28.5度 タイヤサイズ 225-45-17

右前輪 右後輪 左前輪 左後輪 .

空気圧 262 257 261 260

平均気温28.5度 253 248 252 253 気温補正 -9kPa

指定空気圧 23 18 22 23 10％以内

評価　２人乗り ＯＫ 3 ＯＫ ＯＫ

評価　５人乗り ＯＫ やや不足 ＯＫ やや不足 前後差に問題

バラツキ

指定空気圧

２人乗車 前230後230

５人乗車 前250後260-270 適切

５人乗車荷物 前250後300

2011年4月13日現在



2009年 9月24日 14時00分

販売会社　020 DUO 春日井

日常点検実施 実施 あり なし

タイヤゲージ校正 実施 あり なし

空気圧点検 実施 毎月 ６ヶ月

ゴルフ 車検月 4月・10月 指定空気圧 2人=前後200

気温　34.5度 平均気温 31.8度 タイヤサイズ 205-55-16

右前輪 右後輪 左前輪 左後輪 .

空気圧 246 246 241 247

平均気温22.7度 233 233 228 234 気温補正 -7kPa

指定空気圧 33 33 28 34 2人乗=やや過多

評価　２人乗り 過多 過多 過多 過多 5人乗=後輪不足

評価　５人乗り ＯＫ やや不足 ＯＫ やや不足 前後差に問題

評価　５人荷物 ＯＫ 不足 ＯＫ 不足 前後差に問題

バラツキ

指定空気圧

２人乗車 前200後220 前後差に問題

５人乗車 前220後250

５人乗車荷物 前220後270

ゴルフGTI 車検月 9月・3月 指定空気圧 2人=前後260

気温　34.5度 平均気温 31.8度 タイヤサイズ 225-45-17

右前輪 右後輪 左前輪 左後輪 .

空気圧 263 259 260 261

平均気温22.7度 250 248 255 254 気温補正 -7kPa

指定空気圧 24 21 25 24

評価　２人乗り ＯＫ ＯＫ ＯＫ ＯＫ

評価　５人乗り 不足 不足 不足 不足 5人乗=不足

評価　５人荷物 不足 不足 不足 不足 5人乗=後輪不足

バラツキ

指定空気圧

２人乗車 前260後260 適切

５人乗車 前280後280

５人乗車荷物 前280後300



2011年 4月13日 14時00分

販売会社　040 DUO 春日井

日常点検実施 実施 あり なし 前回から改善なし

タイヤゲージ校正 実施 あり なし

空気圧点検 実施 毎月 ６ヶ月

トゥアレグハイブリッド 車検月 3月 指定空気圧 2人=前後230・250

気温　21.8度 平均気温 14.6度 タイヤサイズ 265-50-19

右前輪 右後輪 左前輪 左後輪 .

空気圧 314 312 313 299

平均気温14.6度 303 301 302 288 気温補正 -11kPa

指定空気圧 73 51 72 38 2人乗=超過多

評価　２人乗り 超過多 過多 超過多 やや多い 指定空気圧無視

評価　５人乗り 過多 やや多い 過多 ＯＫ 指定空気圧無視

評価　５人荷物 過多 ＯＫ 過多 ＯＫ 指定空気圧無視

バラツキ 前後問題 左右問題 前後問題 左右問題

指定空気圧

２人乗車 前230後250 前後差に問題

５人乗車 前250後280 前後差に問題

５人乗車荷物 前250後300 前後差に問題

タイヤ空気圧モニタリングシステム 警告 設定空気圧

注意警告 -0.2bar（-20kPa）

不足警告 -0.5bar（-50kPa）

走行中止警告 -1.4bar（-140kPa）

※SUV車は砂浜や砂漠を走行する時に

スタックを防ぐために低圧にして走行する

場合がある。

パンク警告 急激な低下

過多警告 無（問題+50kPa）

設定空気圧（警告基準）　※２人乗車設定がされた状態

右前輪 右後輪 左前輪 左後輪

点検空気圧 314 312 313 299

表示空気圧 320 320 320 300

結果 非常に正確


