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Audi RS 7 Sportback performance



より研ぎ澄まされた個性。さらなるパワー。加速するダイナミクス。至高の上質さ。それは全て、Audi RS 7 Sportback 

performanceにこそふさわしい言葉です。専用チューニングされた4.0ℓ V型8気筒TFSIエンジンは、Audi RS 7 Sportbackに比

べて最大出力が33kW（45PS）向上し、445kW（605PS）に到達します。さらに「オーバーブーストモード」で、最大トルクを一時的

にプラス50Nmの750Nmまで高めることも可能です。この圧倒的なパワーは、フルタイム4WDシステムquattroにより余すこと

なく路面へと伝えられます。また、RSスポーツレザーステアリングホイールから操作できるアウディドライブセレクトによって、走行特性

を自在に切り替えられ、そのドライビングパフォーマンスは、0-100km/h加速はわずか3.7秒*1、最高速度は305km/h*2。思わず

息を飲むような力強く軽快な走りを体感していただけます。

＊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

03Audi RS 7 Sportback 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。　

Powerful overboost
+ sporty understatement.



漲るパワー、そして揺るぎない存在感。Audi RS 7 Sportback performanceには、ディテールに至るまで独自の個性

を醸し出すデザインが散りばめられています。Audiのアイデンティティを主張するワイドで力強いシングルフレームグリ

ルやエアインレットダクト、サイドフラップ、エクステリアミラーハウジング、トリムストリップやディフューザーインサートの

アッパーエッジのデザイン。それらはマットチタン調のフィニッシュが施されており、流麗なフォルムに映えるアクセントと

して精悍な印象を放ちます。同様に、脚元もマットチタン調ポリッシュトフィニッシュの21インチ5ツインアームデザイン

アルミホイールがスポーティに演出。Audi RS 7 Sportback performanceをひと目見るだけでアスリートの容相と、

美しさを備えた一台であると気づくでしょう。

Progressive design 
   + enhanced exclusivity.
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そのインテリアは、まさに上質さの結晶と言っていいでしょう。カーボンデコラティブパネルや

RS 7ロゴが施されたスポーツシートなど、選び抜かれ贅を尽くした素材と一流のクラフトマン

シップ。そこはデザインと匠の技が織りなす極上の空間です。例えば、RS performanceデザ

インパッケージ*として選べるブラックのアルカンタラ／バルコナレザーにブルーのハニカムパ

ターンステッチをあしらったRSスポーツシートや、ブルーのツイルを施したカーボンデコラティブ

パネルは、エレガントな魅力を表情豊かに彩ります。これら一つひとつに込められたクオリティに、

これまで体験したことがないほどラグジュアリーな乗り心地を感じていただけるはずです。

＊ オプション

Extraordinary ambience
+ familiar precision.

Audi RS 7 Sportback 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 RS 7 Sportback performance
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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 7 Sportback 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 7 Sportback performance 
ボディカラー：グレイシアホワイト マットエフェクト

21インチ アルミホイール 5ツインアームデザイン アンスラサイトグロスブラック

ブラック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：ブラック、ステッチ：クリムゾンレッド

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：クリムゾンレッド

デコラティブパネル アルミニウム ビューフォートウッドブラック

Audi RS 7 Sportback 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。　



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）*

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

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

スペシャルボディカラーマット（Audi exclusive）*

アスカリブルー メタリック

パンサーブラック クリスタルエフェクト *

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 *

アルミホイール 5ツインアームデザイン
マットチタニウムルック ポリッシュト  9Jx21
+275/30 R21タイヤ

アルミホイール 5ツインアームデザイン
アンスラサイトグロスブラック 9Jx21*
＋275/30 R21タイヤ

アルミホイール 5スポーク ブレードデザイン
マットチタンルック　ポリッシュト 9Jx21*
+275/30 R21タイヤ 

アルミホイール 5スポーク ブレードデザイン 9Jx21*
+275/30 R21タイヤ 

アルミホイール 5スポーク ブレードデザイン
ハイグロスブラック ポリッシュト 9Jx21*
+275/30 R21タイヤ 
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Exterior

Exterior/Interior

Wheels & Tires

Body Colours



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／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］

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／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］

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*

アルミニウムレース*

カーボンブルーツイル*

デコラティブウッドパネル （Audi exclusive）*

13

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

Equipment

Standard Equipment  標準装備

マトリクスLEDヘッドライト
革新のテクノロジーがLEDヘッドライトに光を分布する非常に高度な技術を組み込みました。対向車や先行車への眩しい照射を防ぎ、逆にその周辺
や行く先々を照らします。フロントライトは幅広い視界をドライバーに提供します。ロービームとハイビームやオールウェザーライト機能など、すべてを

LEDテクノロジーにより1つにしました。さらに、ダイナミックなコーナリングライト機能も備えています。ナイトビジョンによるマーキングライトも搭載。
歩行者を検出した場合、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。フロントとリヤのLEDポジショニングライトとダイナミック
ターンインジケーターは、特徴的なライトパターン機能を含んでいます。

LEDリヤコンビネーションライト ダイナミックターンインジケーター
ブレーキライト、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省エネルギーのLEDテクノロジーを採
用。後退時に上部の白いライトが明るく光ります。リヤウインドウ上部

ではハイマウントサードブレーキライトが点灯。LED帯状ライトの各セ
グメントが数ミリ秒おきに順次発光し、クルマが曲がる方向に内側か

ら外側に向かって伸びるように動作。作動時には、ターンインジケー

ターが周囲のクルマや人に独特のシグナルを発します。

リヤスポイラー

トランクリッドに一体化され、現速約130kmで自動的にせり上がり、現速
約80kmで格納。また手動で調節することも可能です。

標準エグゾーストテールパイプ

左右一つずつ配したデュアルテールパイプ。クロームのメッキトリムがあ

しらわれています。

サンルーフ

着色1枚ガラスでできた電動のセーフティガラス。車内には無段階に調
整が可能なサンスクリーンを装備。ウインドディフレクターも内蔵してい

ます。クルマのキーで車外から便利に開閉できます。

※掲載の画像はAudi RS 7 Sportback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 7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。

電動調整機能（フロント） メモリー機能（ドライバーサイド）
シートの高さ、前後の位置、シートとバックレストの角度の電動調整が可能。

ランバーサポートは4ウェイで、運転席とドアミラーなどのポジションを
記憶し、ボタン操作だけで、あらかじめセットされたポジションを自動的に

再現します。



15※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。　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。　 写真は欧州仕様車です。一部、日本仕様と異なります。

RS専用スポーツシート（リヤ）
シートサイドボルスターと統合型ヘッドレスト付きのインディビジュアルシート

をリヤに2席用意しました。視覚的にフロントシートと調和しています。アウ
ターリヤシート間にストレージトレイが、各シートに別々のストレージコンパー

トメントがつきます。リヤシートバックレストは40:60の分割可倒式で、す
べて折りたたむこともできます。折りたたみ式のセンターアームレストにスト

レージコンパートメント付きです。

シートヒーター（フロント/リヤ）
フロントシートとアウターリヤシートにもヒーターが働きます。数段階で別個

に調整が可能。

ストレージパッケージ

リヤのセンターアームレストに2個のカップホルダー。ラゲッジルームフロ
アに荷物固定用のラゲッジルームネットをかけられる取り付けポイント

がついています。リヤに12V電源ソケットも付いています。

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
利用可能なインフォテインメント機能を操作できます。高さと奥行きの

調整が可能。フルサイズのエアバックを搭載しています。

電動チルト/テレスコピックステアリングコラム
ステアリング位置を上下前後に調整したり、乗降時に自動出し入れできる

機能。電動フロントシートはメモリー機能を搭載しています。

MMIナビゲーション／MMIタッチ
独自のタッチパッド機能の採用により、HDDナビゲーションシステムをは
じめ、ラジオ/CD/DVD/地上デジタルTV（フルセグ対応）/ハンズフリー
フォンなどをよりシンプルに直感的に操作することができます。タッチパ

ネルにより文字や数字を認識し、ディスプレイ上の地図をスクロールす

ることも可能。ドライバーが道路から視線をそらすことなく文字や数字を

入力できます。さらに、音声機能も備えました。

Audi connect
車両に搭載したデータモジュールを介して、ドライバーと世界をつなぎ

ます。クルマ自体がモバイル機器8台までに対応したWi-Fiスポットに。
オンラインで目的地を調べたり、ガソリンスタンドを検索することも可能

です。さらにAudi connect Navigatorを利用することで専任オペレー
ターを介しての施設検索やレストラン、ホテルの予約手配も行うことが

できます。

BOSE サラウンドサウンドシステム
12チャンネルアンプで総出力は600ワット以上。センタースピーカー
とサブウーファーを含む14個のラウドスピーカーを内蔵し、抜群の
サラウンドサウンドを再現しました。ノイズに応じて音量を調整する

AudioPilot®を搭載。MMIタッチ付きMMIナビゲーションと併用で、
5.1chサラウンドサウンドで再生します。パワフルで正確なベース音や、
臨場感あふれる音など、類い稀なるサウンドを味わうことができます。

※掲載の画像はAudi A7 Sportbackです。

DIS（ドライバーインフォメーションシステム）カラー
高解像度7インチカラーディスプレイで全体が見やすく、文字も読みや
すく表示します。ドライバーをアシストするシステムやメディア、外気温、

またMMIシステム搭載の場合は、他の表示内容（ナビゲーション、ナイ
トビジョン、電話メニュー）も追加表示します。

※掲載の画像はAudi A7 Sportbackです。

 
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
デラックスオートマチックエアコンディショナーに加え、デジタルディスプ

レイ付きのA/Cコントロールパネル（フロント）を装備。リヤにもコントロー
ルパネルが追加され、左右独立した温度と風量調整ができます。またB
ピラーにも送風口を設置。車内の空気を循環させます。

※掲載の画像はAudi A7 Sportbackです。

ヘッドアップディスプレイ

アシスタンスシステムからのドライバーの運転に関係する情報、ナビゲー

ション指示、警告などが必要に応じて直接ドライバーの視界にあるフロ

ントガラス上に投影されます。高さも調整でき、コントラストがはっきりし

た多色表示で、前方への注意を促します。

※掲載の画像はAudi A7 Sportbackです。
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Equipment

Standard Equipment  標準装備

フロントビューカメラ/リヤビューカメラ
車両の前方と後方の映像をMMIディスプレイに表示。リヤビューカメラ
は、ステアリング角に基づいて計算した軌道を示します。実際のライン

とガイドライン、また縦列駐車の際のステアリングを切る地点を特定し

てアシストします。さらにフロント左/右サイドとリヤの左/右サイドのディ
スプレイモードで、狭い駐車スペースや塀で囲まれた入口、また駐車ビ

ルからスムーズに走り出すことができます。リバースギアが選択された

際、またはセンターコンソールのボタンで起動します。

※掲載の画像はAudi A7 Sportbackです。

ESC（エレクトロニック スタビリゼーション コントロール）
さまざまな安全機能と連携し、操縦安定性を統合的に電子制御。複数の

センサーが車両の挙動を常にモニターし、スリップ等の危険性を察知した

瞬間、トルク等を自動的に調整してクルマを正常な走行軌道に維持し

ます。さらに、quattro®と融合することで4輪すべての制御を実現し、
かつてない安定感ある走りをもたらします。

DRC付スポーツサスペンションプラス
スチール製コイルバネと単筒式ガス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。DRC（ダイナミックライドコントロール）の制
御範囲はアウディドライブセレクトを介してCOMFORT（コンフォート）、AUTO
（オート）、DYNAMIC（ダイナミック）の3つのモードから選択できます。

リヤスポーツディファレンシャル

電子制御のスポーツディファレンシャルが、各車輪に駆動力を可変配分

し、コーナリングにおける目覚ましいパフォーマンスを約束します。また、

荷重変動に対するクルマの挙動を安定させます。ダイレクトなステアリ

ング性能が得られ、最低限の操舵により、さらに敏捷なハンドリングをも

たらします。

アウディサイドアシスト

ドアミラーのLED表示を使って、車線変更が危険と判断される状況につ
いて警告します。2個のレーダーセンサーが後方から車両側面に接近中
の車を検知し、距離と速度差を計測。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衝突を検知。アウディプレセン
スに加え、アウディサイドアシストのリヤセンサーを用いています。

※掲載の画像はAudi A7 Sportbackです。

アウディアクティブレーンアシスト

穏やかなステアリング介入によって車両が車線内にとどまるよう作動。

ドライバーが方向指示器を出さずに検知された車線を越え始めると、

アクティブレーンアシストが始動します。システムは時速約60kmから
250kmの範囲で作動。ステアリングホイールの振動機能もお好みで
調整が可能です。ヘッドアップディスプレイにも追加表示できます。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起動します。

※掲載の画像はAudi A7 Sportbackです。

アダプティブクルーズコントロール

レーダーセンサーの助けを借りて前方車両を検知。前方車両との距離がブ

レーキやアクセル操作によって一定に維持されます（制御範囲は時速0km
から250km）。車間距離/ドライビングモードは4レベル（エフィシェンシー、
コンフォート、ダイナミック、オート）から選択が可能。強化されたブレーキア

シスト機能が前方車両との差し迫る衝突を警告します。必要に応じて事前

にブレーキ操作を始動したり、ドライバーのブレーキ操作を後押し。さらに静

止または動いている車との衝突の危険性があると、時速30km以下で最大
ブレーキングが始動します。

※掲載の画像はAudi A7 Sportbackです。

ナイトビジョン

夜間走行時、周囲で熱を放射している物体をディスプレイに画像とし

て表示します。人や大型野生動物は、DIS（ドライバーインフォメーショ
ンシステム）のカラーディスプレイに黄色で表示。人や動物が動いたり、

その距離から潜在的リスクがあるとシステムが判断した場合、表示は

赤色に変化。また三角形の警告表示とともにアラーム音も鳴ります。

※掲載の画像はAudi A7 Sportbackです。



17※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。　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。　 写真は欧州仕様車です。一部、日本仕様と異なります。

Special Optional Equipment  スペシャルオプション Audi exclusive  アウディ エクスクルーシブ

パークアシスト

超音波センサーを用いて道路に沿った適切な駐車スペースを探し、自動

ステアリング操作を行うことでドライバーの駐車をサポート。車庫への進

入や駐車時の操作を計算します。サラウンドビューモニターは、ステアリン

グ角に応じて車両脇の障害物をドライバーに警告。この機能はセンターコ

ンソールのボタンで起動します。

※掲載の画像はAudi A7 Sportbackです。

オートマチックテールゲート

トランクを開けるには車両キーのボタン、運転席ドアのボタン、またはト

ランクリッドハンドルのソフトタッチボタンを使います。アドバンストキー

を持った状態でリヤバンパー下に足をかざすだけで、自動的にテール

ゲートが開きます。閉めるにはトランクリッドの内側ボタン、運転席ドア

のボタン、またはアドバンストキー（長押し）で。アドバンストキーとの併

用で、トランクリッドを閉めると同時にリッド内側の追加ボタンで車のロッ

クも行うことができます。他にパワークロージングドアや、リッドの開放

角のプログラミングも含まれます。

※掲載の画像はAudi A7 Sportbackです。

アドバンストキーシステム

キーを持っているだけで認証システムにアクセス。スタートストップボタ

ンで、エンジンの始動と停止を行います。外部からのロックとアンロック

は、ドアハンドルに設置されたセンサーが使用可能。ロックされた状態で

もラゲッジコンパートメントを開くことが可能です。

※アドバンストキーシステムは、電波により植え込み型心臓ペースメーカー等の医療用
電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは正規ディーラーまたはアウディ 
コミュニケーションセンターまでお問い合わせください。

プライバシーガラス*
リヤウインドウ、リヤサイドウインドウにプライバシーを保護するカラードガラ

スが選択可能となります。

＊オプション
※掲載の画像はAudi A7 Sportbackです。

Bang & Olufsen アドバンストサウンドシステム*
1200ワット&15スピーカーによる臨場感あふれる上質な5.1chサラウ
ンドサウンドをご堪能いただけます。スピーカーカバーは光沢のあるアル

ミニウム製。自動的に昇降するアコースティックレンズによって、どの席

に座っても優れたサウンドパフォーマンスを味わえます。ノイズに応じて

音量を調整する機能も搭載。さらにプライバシー機能として、ケーシン

グで覆われたスピーカーが、車外への音漏れを最小限に抑え、電話中

の際などにプライバシーを守ります。

＊オプション
※掲載の画像はAudi A7 Sportbackです。

セラミックブレーキ*
20インチ高性能ブレーキシステム。炭素繊維強化セラミック製ブレーキ
ディスクと、ハイグロス仕上げのアンスラサイトカラーにペイントされた

ブレーキキャリパーを装備しています。ブラックデザイントリムの背面に

Audi ceramicのロゴ入り。独自の冷却チャネルも備えています。

＊オプション

RSスポーツエグゾーストシステム*
ダイナミックなスポーティサウンド体験をもたらすデュアルブランチデザ

イン。クローム加工されたオーバル形状のテールパイプトリムがあしらわ

れています。

＊オプション

カラードブレーキキャリパー レッド*
RS7のロゴをフロントに装着。スポーティな外観に仕上げるとともに、
ブレーキシステムがダイナミックな個性をサポートします。

＊オプション



プラズマクラスタープレミアムイオン発生機
Audi専用のカップホルダーにぴったり収まる高濃度プラズマクラスター
イオン発生機。

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

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。

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 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。

HPの画面上でイメージを見ながら、ボディカラーやインテリア、ホイールなど様々な

組み合わせをお試しいただけます。お好みに合わせて完成したクルマの画像は、SNSで

シェアしたり、プリントアウトしてディーラーへお持ちいただけます。 

画面で確認しながら、あなただけの特別な一台に。

Audi Genuine Accessories

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。
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Audi configurator
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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。Audi Premium Care

アウディ自動車保険プレミアム

※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 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。

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 Emergency Assistance Audi Emergency Plus.

Audi CarLife Plus.

Audi Freeway Plus.Audi Freeway Plan

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

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〉

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
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●カタログ写真は、日本で販売される車両とは仕様が異なる場合があります。 ●本仕様・装備・諸元は予告なく変更される場合があります。 ●このカタログの内容は2016年7月現在のものです。

アウディ ジャパン 株式会社　 東京都品川区北品川4－7－35　御殿山トラストタワー 16階   〒140-0001　　　  0120-598106  AM 9:00 - PM 7:00        www.audi.co.jp


