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Audi RS 6 Avant performance



さらなるパワーを、ダイナミクスを、上質さを。そしてさらなる鼓動の高鳴りを。高次元の走りを求めるドライバーのために、Audi 

RS 6 AvantがAudi RS 6 Avant performanceとして生まれ変わりました。この一台のためにチューニングされた4.0ℓ V型

8気筒TFSIエンジンは、Audi RS 6 Avantに比べて最大出力が33kW（45PS）向上し、445kW（605PS）を達成。パワーウエイト

レシオが改善したことで俊敏性も向上しています。さらに、よりパワフルな走りが可能となる「オーバーブーストモード」によって、最大

トルクを一時的にプラス50Nmの750Nmまで高めます。RSスポーツレザーステアリングホイールに装備されたアウディ ドライブ

セレクトの操作ボタンを操るだけで、状況や好みに合わせて自在に走行特性を切り替えることができ、0-100km/hの加速はわずか

3.7秒*1、最高速度は305km/h*2。比類なきドライビングパフォーマンスは他を圧倒します。

＊1 数値はメーカー測定値となります。　＊2 スピードリミッター制御

Reduced power-to-weight ratio
+ elevated pulse.

03Audi RS Q3 performance  ［オプション装着車］   写真は欧州仕様車です。一部、日本仕様と異なります。　Audi RS 6 Avant performance  ［オプション装着車］   写真は欧州仕様車です。一部、日本仕様と異なります。　
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Dynamic body line
+ breathlessness.

鍛え上げられた力強いフォルム。Audi RS 6 Avant performanceの逞しいボディラインと、スポーティなハニカム

デザインが目を引くAudiシングルフレームが精悍な個性を主張します。また、マットチタン調仕上げのエアインレット

ダクトにサイドフラップ、エクステリアミラーハウジングやルーフレールなど、ディテールにいたるまで堂々とした風格を

漂わせます。さらに、マットチタン調ポリッシュトフィニッシュの21インチ 5Vスポークスターデザイン アルミホイールを

標準装備し、圧倒的パフォーマンスを体現しています。

Audi RS 6 Avant performance



05Audi RS 6 Avant performance  ［オプション装着車］   写真は欧州仕様車です。一部、日本仕様と異なります。　
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Audi RS 6 Avant performance
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真のスポーティネスをインテリアにも。選りすぐった上質の素材と卓越したクラフトマンシップが息づいています。ドライビング時に身体の

サイドをしっかりホールドする形状のRSスポーツシート、スポーツマインドを加速するカーボンデコラティブパネルを標準装備。さらに、

アルカンタラ／バルコナレザーの組み合わせやブルーのハニカムステッチングのシート生地、そしてブルーのツイルを施したカーボン

デコラティブパネルをまとめたRS performance デザインパッケージ*もお選びいただけます。RSスポーツステアリングホイールに装備

されているパドルシフトを操り、瞬速のギアチェンジを体感する時。この一台に秘められた、卓越した実力に気づくでしょう。

＊ オプション

Visible sportiness
+ perceptible precision.

Audi RS 6 Avant performance  ［オプション装着車］   写真は欧州仕様車です。一部、日本仕様と異なります。　
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一切の妥協を排してさらなるパワーを追い求めること。4.0ℓ V型8気筒TFSIエンジンは、飛躍的な進化を遂げて

生まれ変わりました。最高出力445kW（605PS）という圧倒的パフォーマンスを達成。「オーバーブーストモード」

によって最大トルクは一時的にプラス50Nmの750Nmにまで高めることができます。0-100km/h加速は

わずか3.7秒*1。その後、200km/hまで8.4秒*1で到達し、最高速度は305km/h*2。この揺るぎない実力で圧倒的

ドライビングパフォーマンスの向上を体感していただけるでしょう。 
＊1 数値はメーカー測定値となります。　＊2 スピードリミッター制御

Power intensified
+ An increase in performance.

Engine
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Audi Sport

Audi Sport: Technologies
from motor racing.  

Transferred to the road.

心震わすAudiのハイパフォーマンス。モータースポーツの実戦、カスタマーレーシング、そしてAudi Sportのハイパフォーマンス

モデルのドライビングにおいて、これほど刺激的な感覚を呼び起こす体験は他では得られません。Audi Sportはモータースポーツで

培ったノウハウを活用し、数多の革新的テクノロジーを乗用車に反映します。類い稀なるダイナミズムのために、ほとばしる情熱を

もって、日々取り組んでいます。



11



12

Performance
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Consistent power.
Put to consistent use.

The TFSI engine.

決して途切れない安定したパワーを。Audi RS 6 Avant performance 搭載の4.0ℓ V型8気筒TFSIエンジンは、徹底したチューニング

によって飛躍的な進化を遂げました。エンジンの最高出力はついに445kW（605PS）に到達。オーバーブーストモードによって最大トルク

700Nmは一時的にプラス50Nmの750Nmにまで高めることができます。また、効率性の点でもさらなる進化を果たしました。走行条件

に応じて低負荷時に8気筒のうち4気筒のみが機能する効率システムAudiシリンダーオンデマンドを搭載。さらにアウディ バルブリフトシス

テムも採用しています。条件によって片側2気筒の吸気と排気のバルブを閉め、注入/点火を切っても、エンジンは変わらず静かに回転し

続けます。結果、それらの気筒では外気の吸入/燃料消費を抑制、燃費とCO2排出量の数値は目に見えて改善されるのです。またスタート

ストップシステムや、エネルギーリカバリーシステムも備え徹底した効率化が計られています。そして、組み合わされる8速ティプトロニック

は、素早いギアチェンジを実現。ダイナミックシフトプログラム（DSP）により、ギアチェンジが精度高く理想的なエンジン回転域で行われ

ます。意のままのレスポンスを愉しみながら動力を途切れさせずパワーの損失を抑えることができます。ティプトロニックはスポーツ（S）

プログラム、よりダイナミックに操れるマニュアルモードを装備。驚異的なパワーを心の昂ぶりとダイレクトにシンクロさせる、そして比類なき

効率性をも叶えているのです。
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Superb roadholding.
quattro 

permanent all-wheel drive.

群を抜いて優れたトラクション、磨き抜かれたハンドリングダイナミクス、そして抜群の走行安定性。それがAudi独自のフル

タイム4WDシステムquattroです。すべてのエンジンパワーをこれほど容易に路面に伝える駆動方式は他にありません。

ドライブトレインの中心機構は、ロック機構付きセンターディファレンシャル。通常時は前後軸を40:60に配分し、高い運動

性能を確保しています。駆動輪のスリップなどが起きた際には、必要に応じて70:30から15:85まで変化。4輪それぞれに

最適なトルクを配分することで、運転状況に応じて駆動力が各輪に分配伝達されます。この機構の特筆すべき点は、不要な

ホイールスリップが発生する前にトルク配分の変更が行われること。またヨーモーメントが発生しやすくなり、旋回性能を向上。

結果、正確にコントロールされたスポーティなハンドリング、素早い旋回性能と卓越したトラクション性能を両立します。

quattro
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Dynamics
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Bending the road to your will.
RS suspensions and RS brake systems.

RS brake systems
Audi RS 6 Avant performanceは、19インチRSブレーキシス

テムを標準装備。フロントの対向6ピストンキャリパーがウェーブブ

レーキディスクをパワフルにホールドします。波形の外形をした鋳造

ディスクローターが、スチールピンでアルミ製ブレーキチャンバに接続。

いわゆるフローティングマウントによりディスクローターがほとんど

テンションフリーであり続け、高温にさらされた場合でも安定性を保

ちます。さらにドリルドディスクが高い冷却性を確保するので、ディスク

内のベンチレーション機能が高まり、ブレーキディスクの性能がさらに

向上。マテリアルの絶妙な組み合わせとディスクローターの特長的な

形状、そして重量削減とバネ下重量の調整がダイナミックで安定性

の高い走りを叶えます。

オプションの20インチセラミックブレーキは、より厳しい積載重量にも耐

えます。強度の高いカーボンファイバーと炭化ケイ素からなるセラミック

ス製ブレーキディスクを搭載。結果、耐摩耗性に優れ、軽量化を実現

し、フェード現象を大幅に抑えつつ長い耐用年数を誇ります。

RS suspensions
Audi RS 6 Avant performanceに搭載されたDRC（ダイナミックライドコントロール）付きRS

スポーツサスペンションプラス。スチール製のバネとショックアブソーバーが油圧制御により、ピッチ

とロールの傾きを軽減します。対角線上に配置されたダンパーはオイルパイプと中央のバルブを

通じて連結。例えば、コーナーを高速で旋回する際にダンパーがそれぞれ異なる沈み方をした場

合、バルブが沈み込んだホイールへのオイルフローを高めます。沈み込みを押さえることでローリ

ングを抑制し、よりダイナミックなドライビングが愉しめます。また、フロントアクスルには5リンク

式サスペンションを、リヤアクスルにはセルフトラッキング機能付きトラペゾイダルリンク式を採用。

車重を軽減し、バネ下重量を低く抑えるため、多くの車載コンポーネントがアルミ製です。

RS特有の特性曲線を持つパワーステアリングが、さらなるダイナミズムを生み出します。ローポジ

ション構成により、ステアリングフォースがほんの短距離で各ホイールに伝えられるため、自然な

ステアリングレスポンスと路面からの正確なフィードバックが得られ、カーブでもスムーズに走行。

またこのステアリングは直線走行時にはほとんどのエネルギーを必要としないため、燃費の向上に

も寄与します。
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Reach your destination.
The way you want.

Audi drive select.

思いのままに、自分らしく走る。ドライブスタイルを自在に変えられるAudiドライブセレクト。MMIのボタンひとつで走行状況に合わせて個々の

車載コンポーネントをコントロールできます。Audi RS 6 Avant performanceでは、フラットボトムタイプのRSマルチファンクションスポーツレザー

ステアリングホイールから選択可能。例えば、アクセルペダルの特性曲線、エグゾーストフラップコントロール、ギアモード、サスペンションダンパー

調整、電動パワーステアリングのステアリングトルク等もドライビング状況に合わせて制御し、オート、コンフォート、ダイナミック、カスタムの4つの

異なるモードが選べます。オートモードはAudi RS 6 Avant performanceのスポーティな持ち味をバランス良く快適に愉しめる設定。コンフォート

モードは長距離ドライブなど穏やかな走りに、ダイナミックモードはより積極的にスポーツドライビングを満喫するのに適しています。カスタムモードは

ドライバー自身が好みで個々のセッティングを個別に設定できます。

DRC（ダイナミックライドコントロール）付きRSスポーツサスペンションプラスのショックアブソーバーの特性曲線は、バランスのとれた乗り心地の

コンフォートモードからスポーティモード、そしてダイレクトなレスポンスが得られるダイナミックモードまで3段階で調整ができます。乗り心地を

損ねることなく、コーナリング時のロールや急加速/急減速にともなうピッチングなどの動きを抑制。スポーツを語るにふさわしいダイナミックな走り

をもたらします。さらにダイレクトなハンドリングを愉しめるように、速度に応じてステアリングレシオを調節するダイナミックステアリングも装備。

パワーステアリングのアシスト量とその割合など、車速とAudiドライブセレクトで選択したモードに応じて変えられます。そしてリヤスポーツディファ

レンシャルにより、リヤホイール間の駆動力の配分を無段階に可変させる巧みなトルクコントロールによって、極めて高いトラクションと旋回性を

実現し、敏捷性をより高めます。

Audi drive select
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Audi RS 6 Avant performance

Audiは豊富な組み合わせが選べるオプション装備を取り揃えています。よりスポーティに、あるいは、よりエレガントに仕立てるのも思いのままです。

あなたのAudi RS 6 Avant performanceを自分仕様のお気に入りの一台に。ボディカラーをはじめ、レザー生地やトリム、デコラティブパネルなど、

ご自身のインスピレーションに導かれるまま存分にカスタマイズをお愉しみください。

Audi exclusive
もっと印象深く、あなたらしいAudiであるために。
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Audi RS 6 Avant performance 
ボディカラー：ナルドグレー

21インチ アルミホイール 5Vスポークスターデザイン アンスラサイトグロスブラック

カーボンスタイリングパッケージ

レザーパッケージ 2 バルコナ ハニカムステッチング（Audi exclusive）

シート：ジェットグレー、ステッチ：オレンジ

エクステンティッドレザーパッケージ  コントラストステッチング（Audi exclusive）

ステッチ：オレンジ

レザーコントロール（Audi exclusive）

ステッチ：オレンジ

Audi RS 6 Avant performance  ［オプション装着車］   写真は欧州仕様車です。一部、日本仕様と異なります。　



アスカリブルー メタリック

デイトナグレー パールエフェクト

デイトナグレー マットエフェクト *

グレイシアホワイト メタリック

セパンブルー パールエフェクト

スペシャルボディカラー （Audi exclusive）*

プリズムシルバー クリスタルエフェクト *ミサノレッド パールエフェクト

ミトスブラック メタリックフロレットシルバー メタリック

パンサーブラック クリスタルエフェクト *

アルミホイール 5Vスポークスターデザイン 
マットチタニウムルック ポリッシュト 9.5J×21 （Audi Sport）
＋285/30R21タイヤ

アルミホイール 5Vスポークスターデザイン 
アンスラサイトグロスブラック 9.5Jx21（Audi Sport）*
＋285/30R21タイヤ

アルミホイール 5ツインスポークデザイン 
ハイグロスブラック ポリッシュト 9.5Jx21 （Audi Sport）*
＋285/30R21タイヤ

アルミホイール 5ツインスポークデザイン 
9.5Jx21（Audi Sport）*
＋285/30R21タイヤ

アルミホイール 5ツインスポークデザイン 
チタンルック ポリッシュト 9.5Jx21（Audi Sport）* 
＋285/30R21タイヤ

スペシャルボディカラーマット （Audi exclusive）*

22

Exterior

Exterior/Interior

Wheels & Tires

Body Colours



ブラック／ブラック *
［バルコナレザー］

ブラック／ブラック

［バルコナレザー ハニカムステッチング RSロゴ］

ブラック／ブルー *
［アルカンタラ／バルコナレザー ハニカムステッチング RSロゴエンボス］

ルナシルバー／ロックグレー

［バルコナレザー ハニカムステッチング RSロゴ］

ブラック／ロックグレー

［バルコナレザー ハニカムステッチング RSロゴ］

カーボンツイル アルミニウム ビューフォートウッドブラック*

カーボンブルーツイル* デコラティブウッドパネル （Audi exclusive）*

23

Interior

Seat Colours Decorative Inlays

＊オプション    ※ボディカラー、シートカラー、デコラティブパネルは印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見える場合があります。
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Equipment

Standard Equipment  標準装備

アンビエントライティング

MMIで設定できるアンビエント照明。すべてのドアの遅延消灯や有接
点スイッチの他、グローブコンパートメントやラゲッジコンパートメント、ア

クティブドアリフレクターに設置されています。運転席と助手席の防眩ラ

イティングにはLED技術を採用。フロントとリヤの読書灯やメイクアップ
ミラー、センターコンソール、ドアポケット、ドアシルトリムなどに設置され

ています。

※写真はAudi A6でのイメージ写真です。

ステアリングホイール3スポークレザーマルチファンクション 
パドルシフト フラットボトム
アルミ調パドルシフトとRS 6エンブレム、フルサイズエアバッグ付き。
フラットボトムのステアリングホイールのリムは穴あきレザーで覆われて

います。車両に搭載したインフォテインメント機能を操作できます。また、

高さと奥行きの調整が可能です。

ストレージパッケージ

荷室フロアに固定具を取り付けるラゲッジコンパートメントネット、リヤに

12V電源ソケットを付属しています。

4ゾーンデラックスオートマチックエアコンディショナー
温度、風量、配分を電子制御。運転席と助手席それぞれで温度調節を

行います。フロントおよびサイドウインドウのデフロスターノズルを使った

換気や、オートマチック再循環モード、太陽光に応じた制御、複合微粒

子フィルターを装備。さらに、フロントとリヤにデジタル表示のエアコンコ

ントロールを追加。リヤは左右それぞれの温度調節と、送風設定や風

量の調整も行います（リヤの空調機能はフロントのエアコンコントロール

からも調整が可能）。

※写真はAudi A6でのイメージ写真です。

RS専用スポーツシート（フロント）
フロントシートのバックレストにRS 6のエンボス加工入り。フロントおよび 
リヤのシートセンターパネルには、アスリートの風格に相応しいハニカム 
パターンを施しています。シート、ヘッドレスト、ドアトリムインサート、フロント

センターアームレストにバルコナレザーを採用しています。

ダイナミックステアリング

車線変更や駐車やコーナリングにおいて、システムが走行状況に合わ

せてステアリングをダイナミックに調整し、快適性とハンドリングを向上

させます。操舵力の変化に加え、操舵角（ステアリングレシオ）を最大

100％変化。素早いレスポンスを可能にするESC（エレクトロニックスタ
ビリゼーションコントロール）を介してクルマの安定性をサポートします。

マトリクスLEDヘッドライト
昼に近い光で正確に道路を照射するLEDヘッドライトを、カメラによっ
て解析されたマトリクスデータに基づいて調整します。対向車や前方の

車両を直接照らすことを避け、必要に応じて周囲の人や車をピンポイン

トで照射。ロービーム、ハイビーム、ポジショニングライト、ハイウェイライ

ト、インジケーター、コーナリングライトの他、LEDテクノロジーによるオー
ルウェザーライトを装備しています。ハイウェイライトは約110km/h以
上の速度になると自動的に照射範囲を拡大。前方へのライティングは

ダイナミックに調整され、よりワイドな視界をドライバーに提供します。ま

た、ナイトビジョンによって歩行者を検知。特定のLEDが短く3回連続し
て点灯し、明確にマーキングします。

LEDリヤコンビネーションライトダイナミックインジケーター
ブレーキライトやテールライト、リヤフォグライト、ターンインジケーター、

リヤナンバープレートライトにLEDテクノロジーを採用。白色のリバース
ライトがつくほか、RSルーフエッジスポイラーにサードブレーキライトを
設置しました。LEDリヤライトと同様の機能に加え、ダイナミックで視認
性の高い照明パターンを展開するターンインジケーターを搭載。ミリ秒

単位の間隔で順次発光し、クルマが曲がる向きに内から外に流れる光

のパルスを作り出します。他の道路利用者に向けて特徴的なシグナル

を発します。

エクステリアミラーハウジング マットチタニウムルック
エクステリアミラーは、スポーティなRSの装いに適したマットチタニウム
ルックを採用しています。

MMIナビゲーション
多彩なインフォテインメントをシンプルで直感的にコントロールできるテ

クノロジー。ラジオやテレビの他、DVDドライブ（MP3、WMA、AAC、
MPEG-4に対応）で音楽CDとDVDビデオの再生を行います。多彩な
観光情報を載せた3Dマップも表示。Bluetooth®で、ハンズフリーモード
やオーディオストリーミングも可能です。

※ Bluetooth®接続には対応する携帯電話が必要です。（一部機種により利用できない
場合があります。）※Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

※写真はAudi A6でのイメージ写真です。※画面はイメージ画像です。

Audi connect
MMIナビゲーションを通じて操作が可能なグローバルネットワーク。ボタン
を押すだけで、車両に搭載したデータモジュールを介して、目的地を調べ

たり、知りたい情報にアクセスできます。また車両全体がWi-Fiスポットに。
モバイル機器によるインターネットの接続が簡単に行えます。さらにAudi 
connect navigatorで専任オペレーターを介しての施設検索やホテルの
予約手配サービスも提供します。

Equipment

※装備の設定についての詳細は別冊のデータインフォメーションをご確認ください。 写真は一部、日本仕様と異なる場合があります。　
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Special Optional Equipment  スペシャルオプション

アウディサイドアシスト

車線変更が危険であると判断すると、その車線側のエクステリアミラー

がLED表示して警告。2つのレーダーセンサーが後方サイドから近づ
く車を検出し、距離と速度差を測定します。アウディサイドアシストが 
時速約30kmから250kmの範囲で起こり得る追突を検知します。

※写真はAudi A6でのイメージ写真です。

 
ヘッドアップディスプレイ

アシスタンスシステムに関する情報、ナビゲーションの指示、警告を、ド

ライバーの直接視界に入るフロントウインドウ上に必要に応じて投影し

ます。マルチカラーで表示され、高さ調整も可能です。

※写真はAudi A6でのイメージ写真です。

ナイトビジョン

夜間走行時に周囲を表示することでドライバーをアシストします。人や

大型の動物は、DIS（ドライバーインフォメーションシステム）で黄色に
ハイライト表示。それらが動いたり、その位置から潜在的リスクがあると

システムが判断したりすると、マーキングが赤色に変化して三角の警告

マークが現れ、警告音が鳴ります。

※写真はAudi A6でのイメージ写真です。

アウディアクティブレーンアシスト

緩やかなステアリング介入によってレーンからはみ出さないようサポート

します。レーン追従アシストは、方向指示器を出さずに検出した車線を

越えようとすると作動します。システムは時速約60～250km/hの速度
でアシスト。必要に応じてステアリング振動の調整が可能となり、ヘッド

アップディスプレイに表示されます。ステアリングコラムのインジケーター

レバーに装備されたボタンで作動します。

※写真はAudi A6でのイメージ写真です。

パークアシスト

超音波センサーを使用し、道沿いの適切な駐車スペースを探します。

出入りの際、自動ステアリング操作を行うことで駐車をサポート。直角 
スペースへの経路や縦列駐車スペースへの入出経路を計算します。 
サラウンドビューモニターがステアリング角度に応じてクルマの横にある

障害物に警告を発します。リヤビューカメラまたはサラウンドビューカメラ

と併用。センターコンソール上のボタン操作で作動します。

※写真はAudi A6でのイメージ写真です。

アウディホールドアシスト

一般的な勾配の上り坂や下り坂の途中で停止した場合、その状態を維

持します。システムはボタンを押すと作動し、坂道発進をスムーズに行

います。

DIS（ドライバーインフォメーションシステム）カラー
ドライバーインフォメーションシステムの情報を高解像度カラーディスプ

レイに読み取りやすく表示。RSには、シフトライト、チャージ圧力、油温、
ラップタイマーが表示され、ステアリングホイールでの操作が可能です。

アテンションアシストを含み、ドライバーの注意力が低下したと判断した

場合、音響信号と視覚警報を発します。

※写真はAudi A6でのイメージ写真です。
※画面はイメージ画像です。

アダプティブクルーズコントロール

レーダーセンサーを使い、前方のクルマを検出。前車との距離をブレーキまたは

アクセル操作によりほぼ一定に保ちます（制御範囲は約0～ 250km/h）。
ドライビングモードは4つのレベル（エフィシェンシー（効率）、コンフォート、
ダイナミック、オート）から選択。前車に衝突する危険が差し迫ると、ブレーキ

アシストによって警告します。必要に応じてブレーキングまたはドライバー

によるブレーキ操作を後押し。さらに約30km/h以下の速度で走行中、
停止または走行しているクルマに衝突する危険がある場合、ブレーキング

が始動します。

※写真はAudi A6でのイメージ写真です。

パノラマサンルーフ*
電動で天井の前方ガラスが開きます。ティンテッドガラスインサート、電

動サンブラインド、そしてキーで便利に開閉できる機能を装備。洗練さ

れた室内空間はそのままに、開放感を味わうことができます。

＊オプション

※写真はAudi A6 Avantでのイメージ写真です。

Bang & Olufsen アドバンストサウンドシステム*
センタースピーカーとサブウーファーからなる15個のラウドスピーカーが
魅惑の5.1サラウンドサウンドを再現。内蔵された5つのICE Power出
力部を持つ高効率な15チャンネルDSP搭載フルデジタルアンプは総
合出力1200W。自動で音響レンズを調整するので、どの座席でも優
れたサウンドパフォーマンスと奥行きのある音が楽しめます。

＊オプション

※写真はAudi A6でのイメージ写真です。

※各セーフティ、アシスタンス機能はあくまでもドライバーをサポートするもので制御には限界があります。システム自体はその機能の範囲内でしか作動することができませんのでご注意ください。周囲の状況を注意し、つねに安全運転を心がけてください。



※Audi 純正アクセサリーは Audi configurator画像には反映されません。

Audi Genuine Accessories

S/RSモデル専用フロアマット（プレミアムスポーツ）
高密度カーペットにリアルカーボンとアルミニウム製のエンブレムを使用。

素材には花粉等のアレル物質を吸着し、雑菌の増殖を抑制させる 
「プレミアムクリーン」を使用した、車内をクリーンに保つ、高品質なフロア

カーペットです。

ルーフバー
風切音を極力おさえた、軽量のアルミ製ルーフバーです。

スキー&ラゲッジボックス（ブラック）
スキー等が収納できるオールシーズンタイプのルーフ専用ボックスです。

AMI接続アダプター
標準装備のAMIに取り付けて使用するiPod®/iPhone®等のUSB接続
アダプターケーブル。

Audiの美しいスタイリングや高い実用性をさらに輝かせる、数々の純正アクセサリーをご用意いたしました。

Audiと過ごす時間をひときわ心地よく、さらに自分らしく。あなたにとってこの上なく魅力的なAudiに仕立ててください。

魅力的なカスタマイズで、あなただけのAudiを。

Audi ドライブレコーダー
Audi専用のデザインで、ハイビジョン画質のHDカメラや、自動録画モード、
タッチパネル等、高性能、オールインワンのドライブレコーダーです。

ご希望のモデルに、ボディカラー、インテリア、ホイールなどの組み合わせを様々にお試し

いただくことで、自分にぴったりの一台を見つけてみませんか。画面上でイメージを確認しな

がら、お好みに合わせて自由にセレクト。カスタマイズした内容は印刷することができます。

Audiコンフィグレーター。価格シミュレーションで、あなただけのAudiを。
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Audi configurator
  [ Audi RS 6 Avant performance]

Audi RS 6 Avant performance モデルページ > audi.co.jp/rs6avpf

Audi configurator | Audi Genuine Accessories

> www.audi.co.jp/configurator/rs6avpf
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Audi Service Program | Audi Premium Automobile Insurance

Audi Service Program Audiのサービスプログラムは3年間無償。さらに2年間の延長プログラムをご用意し、あなたのAudiライフにより確かな安心をお届けするために、
きめ細やかなアフターサービスでAudiゆえの信頼にお応えします。 ※各プログラムの詳細はアウディ正規ディーラーまでお問い合せください。

定期点検整備を実施し正しい取り扱いを行った車両で部品の材質または製造技術上に起因する故障が発生した場合、

正規ディーラー指定サービス工場にて無料で修理いたします。

アクシデントは時間と場所を選びません。でも、大丈夫。24時間365日専門のオペレーターが
待機し緊急コールにお応えするので、万一の路上における故障の際でも安心です。

いつでもベストコンディションで最高のドライビングを。

ドイツ本国の厳しい安全基準と最新技術に基づくメンテナンスサポートプログラムです。

アウディ自動車保険プレミアム独自のサービスプログラム「アウディ プレミアムケア」で、お車のボディやガラスへの損害を補償。
「アウディ プレミアムケア」を利用しても、自動車保険を使わなければ翌年の自動車保険のノンフリート等級には影響しません。

無償 ［保証・サポート・点検・メンテナンス］ 有償 ［延長プログラム］

Audi Warranty

Audi Roadside Assistance Audi Roadside Plus.

Audi CarLife Plus.

Audi Freeway Plus.Audi Freeway Plan

Audi Premium Care

一般保証

塗装の保証

純正部品の保証

錆穴の保証

サポート

法定1年点検      

メーカー指定点検

指定部品の交換

ロングライフサービス

指定消耗品の交換・補充

3年間の保証無償 保証とサポートを5年目まで

より安心より安全なメンテナンスを5年目まで

24時間、365日のサポートを5年目まで3年間のサポート無償

3年間の点検.メンテナンス無償

新車登録日から3年間/走行距離無制限

新車登録日から3年間

部品購入日から2年間〈純正アクセサリーを含む〉 純正部品購入［例：2年目（1年9カ月）で購入の純正部品は、4年目（3年9カ月）まで保証］

新車登録日から12年間

法律により定められている点検項目 法定1年点検      法定1年点検      

メーカー指定点検（または、30,000Kmごと）

ブレーキ液交換
ダスト/ポーレンフィルターの交換（または、30,000Kmごと）Audi社が定める定期交換部品の交換

ディスプレイに自動表示時

点検時の状態により

アウディ自動車保険プレミアム

Audi社が指定する定期点検項目（法定1年点検と重複する項目は除く）

〈電話によるアドバイス〉〈車両の牽引〉〈車両の保管〉〈メッセージサービス（ご家族へ、会社へ）〉

〈路上応急処置（バッテリーチャージ、ガソリン補給など）〉〈牽引後の代替交通、宿泊手配 〉〈修理完了車両の引取・搬送〉〈保険会社への連絡〉

〈エンジンオイル補充〉〈ワイパーブレード交換〉〈ブレーキパッド交換〉〈 ウィンドーウォッシャー液補充〉　　　
〈ライトバルブ類（全て）、（バルブ切れ時）〉〈リモコンキーバッテリー交換〉

〈エンジンオイル交換〉〈エンジンオイルフィルター交換〉
〈サービスインターバルディスプレイのリセット〉〈ブレーキパッドの厚さ点検〉

※アウディ正規ディーラーでお車をご購入、「アウディ自動車保険プレミアム」にご加入いただいたアウディオーナーだけのプレミアムサービスです。 ※車の修理はアウディ正規ディーラーで行うことが前提となります。 
※修理費用の補償額には上限があります。 ※サービスの利用はサービス期間中、上記サービスのいずれか1回までとなります。 ※詳しくはお近くのアウディ正規ディーラーまでお問合せください。

Audiが開発した、点検時期などを
走行状況により自動表示するサービス

Audiオーナー様向けスマートフォンアプリ。
トラブルが起きた際最寄りのAudiディー
ラー検索などを行うことができます。

1年目 > > > > > > 2年目 > > > > > > 3年目 > > > > > > 4~5年目

Audi Premium Automobile Insurance

ボディガードサービス
（小額修理補償）

フロントガラス
損害補償

タイヤパンク
損害補償

Audi Aluminium Body Repair

アルミニウムボディのリペアは

Audi 正規ディーラーへご用命ください。

ドイツ本国のAUDI AGが指定する約2週間にわたる
トレーニングを受講。アルミニウムボディリペアの

実施許可の認定を受け修了し、さらにアルミニウム

溶接のテストに合格したスペシャリストがリペア

いたします。

Audi Service Program | Audi Premium Automobile Insurance
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