
Audi RSQ3 performance
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心震わせる真のチカラを。この一台に許された直列5気筒エンジンが生み出す比類のないパワーと、

感動を呼び覚ますドライビングダイナミクスのさらなる向上。それが新たに誕生したAudi RS Q3 

performanceです。2.5ℓ TFSIエンジンは一段と鍛え上げられ、Audi RS Q3より20kW（27PS）、

15Nm(1.5kgm)向上し、最高出力270kW（367PS）、最大トルク465Nm(47.4kgm)へ到達。7速 

SトロニックとAudi独自のフルタイム4WDシステムquattroが、その持てる実力を余すことなく路面へ伝え、

0-100km/h加速はわずか4.4秒*1、最高速度は270km/h*2 という圧倒的なパフォーマンスを発揮し

ます。コンパクトSUVに込められた、驚異的な進化を体感できます。
＊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

Driving power
+ Lasting impression.
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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。　
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05Audi 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。　

Powerful lines
+ Striking details.

Audi RS Q3 performanceには、力強くダイナミックなデザインと見る者を魅了する存在感が全身に息づいています。まさに鍛え上げられた 

アスリートのように精悍なSUVとして生まれたのです。迫力あるシングルフレーム&ハニカムメッシュグリル、「quattro」のロゴが入ったエアイン

レットダクト、ディフューザーインサートとRSルーフエッジスポイラーのアッパーエッジ、そしてサイドウインドウのトリムストリップやエクステリアミラー 

ハウジング、ルーフレールを、マットチタン調に仕上げています。また、バンパーやサイドフラップ、専用リヤスポイラーなどパーツの一つ一つが、フォルム

を凛々しく引き締めます。さらに20インチ5ツインスポークVデザインの鋳造アルミホイールの奥には、鮮烈な赤を印象づけるブレーキキャリパーを装

着。スポーツを体現したそのスタイルのすべてが、他を圧倒するパフォーマンスとクオリティの高さを雄弁に物語ります。
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細部にまで貫かれたスポーティな個性。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、 

RS Q3ロゴが施されたスポーツシート、RSのエンブレムが輝くフラットボトムデザインの専用 

スポーツステアリングホイールやステンレススチール製のペダルに、隅々までスポーティネス

と高品質な素材が融合したデザインが息づいています。さらに、ブルーのツイルを施したカーボン 

デコラティブパネルとバルコナレザー&パーフォレイテッドアルカンターラシートを含むRS 

performanceデザインパッケージや、ダイヤモンドステッチングのファインナッパレザーシートも

オプションで選択可能。まさにパフォーマンスの名にふさわしい個性をよりいっそう際立たせます。

この一台に結実した独自の世界を、あなた自身で体感してください。

High-quality materials
+ Consistent sportiness.

Audi 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。　
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一切の妥協を排し、さらなるパワーを追い求めて。最高出力270kW（367PS）の2.5ℓ TFSIエンジンは飛躍的な

パワーアップを果たしました。最大トルク465Nm(47.4kgm)に到達したエンジンは、スムーズで扱いやすく、

いかなる回転域においても力強さを発揮し、息を飲むような劇的なドライビングパフォーマンスをもたらします。

さらに、直列5気筒エンジンが奏でるスポーティなエンジンサウンドは、あなたのスポーツマインドを快く刺激して

くれるに違いありません。0-100km/h加速はわずか4.4秒*1、最高速度は270km/h*2。圧倒的なパフォーマン

スを実現したAudi RS Q3 performanceです。 ＊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　

Power exponentiated
+ Breathtaking 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。
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Performance
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Consistent power.
Put to consistent use.

The TFSI engine.

Audi RS Q3 performanceは最高出力270kW（367PS）の2.5ℓ TFSIエンジンを搭載。スムーズで扱いやすく、いかなる回転域に

おいても力強さを発揮する、最大トルク465Nm（47.4kgm）による優れたパワーの供給が、今までにない走りをドライバーに体感させます。

0-100km/h加速は、わずか4.3秒*1。その推進力は、即座にリミッター制御で250km/hに達します。またスタートストップシステムと

エネルギー回生により、効率性についても優れたポテンシャルを発揮します。

エンジンをかけた瞬間、並外れた力強さを発揮し、迫力のあるサウンドを奏でる直列5気筒エンジン。「インターナショナル エンジン オブ 

ザ イヤー *2」を7年連続受賞し、パフォーマンスだけでなく、扱いやすさ、効率性、サウンドなどすべての条件において優れた特長を持ち

合わせています。

驚愕のパフォーマンスを披露する、7速Sトロニック。2つのトランスミッションパーツから成るデュラルクラッチトランスミッションが、正確な

ギアチェンジを電光石火の速さで行います。ギア比の高い7速がオーバードライブとして設計され、燃費向上に貢献するなど効率性にも

優れています。マニュアルモードにすることで、ステアリングホイールのパドルシフトやセレクターレバーの操作でシフトチェンジすること

ができ、Audi RS Q3 performanceの力強い走りが自在に愉しめます。
＊1 数値はメーカー測定値となります。 ＊2 「インターナショナル エンジン オブ ザ イヤー」には、排気量「2ℓー2.5ℓ」部門で受賞。
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quattro

Superb roadholding.
The quattro

permanent all-wheel drive.

Audi独自のフルタイム4WDシステムquattro。傑出したトラクション、磨きのかかったハンドリングダイナミクス、そして

さらなる走行安定性を実現しました。エンジンパワーをこれほど効率よく路面に伝える駆動システムは他に類を見ません。

走行状況に合わせて、電子制御の油圧式多板クラッチが駆動トルクを前後アクスルに適切に配分。エンジンの圧倒的パワーを

余すことなく路面へと伝え、目を見張るほど素早いレスポンスと俊敏な走りを実現します。目を見張るほど素早いレスポンス

と卓越したグリップ力から生まれるロスのない俊敏な走り、そしてスポーティなハンドリングを可能に。さらには直進安定性や

安全性など、快適なドライビングをもたらします。
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DynamikDynamics
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Bending the road to your will.
RS suspensions and RS brake system.

RS suspensions / RS brake systems
優れた安定性と操作性を誇るRSスポーツサスペンション。正確なステアリング特性と秀でたグリップ力で、より俊敏な走りを実現します。フロントアクスルには、アルミ

ニウム製のウィッシュボーンを採用したマクファーソンストラット式サスペンションを装備。リヤアクスルのサスペンションには4リンク式が用いられ、コイルスプリングと

ダンパーを別々に配置しました。これにより敏捷性と安全性を得るために横方向への剛性を高めています。スプリングとダンパーの特性曲線をAudi RS Q3 

performanceに適合させることで、ハイパフォーマンスモデルに求められるダイナミックな走りを実現します。また電動パワーステアリングによって、エネルギーをごく

わずかな時間で各ホイールに伝達。このため自然な反応が路面から得られ、快適なコーナリングをもたらします。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、燃費の削減にも寄与。さらに18インチRSブレーキシステムが、ダイナミックな走りに類い稀なる力を発揮します。ブレーキディスクが高温になった場合でも、

パフォーマンスは変わらず維持。また、アルミニウムの採用とウェーブディスクの形状の絶妙な組み合わせが軽量化を実現し、バネ下重量の軽減に貢献します。
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Audi drive select

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。ボタンひとつでドライバーの好みにあわせて走行

特性を切り替えます。例えば、アクセルペダルのレスポンス、エグゾーストフラップコントロール、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統合制御。オート、コンフォート、ダイナミックの3つの異なるモードが選べます。オートモードはAudi RS Q3 

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。

さらに、オプションのRSダンピングコントロール付き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。
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コルティナホワイト

ハイナンブルー メタリック

グレイシアホワイト メタリック

アスカリブルー メタリック

フロレットシルバー メタリック

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

デイトナグレー パールエフェクト

アルミホイール 5ツインスポークVデザイン
マットチタンルック 8.5J×20（Audi Sport）
＋255/35 R20タイヤ

アルミホイール 5アームローターデザイン
マットブラック ポリッシュト 8.5J×20（Audi Sport）*
＋255/35 R20タイヤ
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Exterior

Exterior/Interior

Body Colours

Wheels & Tires



ブラック／ファインナッパレザーコントラストステッチング

※シートステッチはロックグレー

ブラック&ブルー／バルコナレザー&パーフォレイテッドアルカンターラ*
※シートステッチはブルー

ルナシルバー／ファインナッパレザーコントラストステッチング

※シートステッチはロックグレー

ブラック／ファインナッパレザーダイヤモンドステッチング*
※シートステッチはロックグレー

カーボンツイル カーボンブルーツイル*
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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

デラックスオートマチックエアコンディショナー

間接的な換気機能と太陽光線に応じた調節機能付きで、運転席と助手席

で異なる温度と風量を設定できます。

※掲載の画像はAudi Q3です。

BOSEサラウンドサウンドシステム
10チャンネルのアンプ、14個の高性能スピーカー（センタースピーカー
とサブウーファーを含む）を搭載した5.1サラウンドサウンドシステム。
AudioPilot®というノイズに応じて音量を調節できる機能が付属します。
パワフルで正確な低音や音源がそのまま再現された自然な音など、臨場

感あふれるサウンドを提供します。

※掲載の画像はAudi RS Q3です。

レイン／ライトセンサー

ライトオン機能やウインドスクリーンワイパー、カミングホーム／リービン

グホーム機能を自動でコントロール。ヘッドライト、リヤライト、ナンバー

プレートライトは、 駐車やドアの開閉により自動でオン／オフに切り替
わります。

ハイビーム アシスト 
快適性と利便性をさらに追求したことで、ドライバーの視認性を向上させ、

よりリラックスした運転を実現。交通状況に合わせ、ハイビームのオン／オ

フを自動的に行います。システムの範囲内で作動し、対向車のヘッドライト、

他の車両のリヤライト、市街地の光源を自動検出します。

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
RS Q3のロゴが施されたアルミ調のパドルシフトを装備。高さと奥行きの調整
が可能です。フルサイズのエアバックも搭載しています。インフォテインメント

機能も手軽に操作できます。

MMIナビゲーション
様々な情報・通信・エンターテインメント、どの機能も直感的な操作が

できるMMIナビゲーション。高解像度カラーディスプレイを装備し、マッ
プやナビゲーションデータを表示。Bluetooth®接続によるハンズフリー
通話、音声操作も可能なボイスコントロールシステムも搭載しています。

※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。
※掲載の画像はAudi RS Q3です。

アウディドライブセレクト

ボタンひとつでドライバーの好みに合わせて走行特性の切り替えが可能。

オート（自動）モード、長距離ドライブに最適なコンフォートモード、よりアグ

レッシブなダイナミックモードの3つからお選びいただけます。
※掲載の画像はAudi RS Q3です。

LEDヘッドライト
昼の光に近い明色を創り出し、道を照射します。ロー／ハイビーム、ポジ

ショニングライト、ウインカー、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機能を採用しました。これにより、対向車のドラ

イバーの視界が悪くなったときに眼がくらむリスクを軽減。均一なポジショ

ニングライトとLEDウインカーは、新しく昼夜兼用で設計された印象的な
ライトパターンです。エネルギー消費を抑えながらも長寿命を実現します。

LEDリヤダイナミックターンインジケーター
LEDリヤライトの機能に加え、ダイナミックにカーブを描く、視認性に優れ
たターンライトが備わりました。LEDが数ミリ秒のうちに反応し、車が曲が
る方向に、内側から外側に流れる光を創り出します。作動中のインジケー

ターは、特長のあるシグナルを周辺の道路利用者に送るため、行く方向

を素早く伝達することが可能です。

Standard Equipment  標準装備

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。　



23

Special Optional Equipment  スペシャルオプション

アウディパーキングシステム（リヤビューカメラ付）

車両後方の映像をMMIディスプレイに表示。ダイナミックディスプレイ
モードで操舵角から計算した進路を示します。補助ラインとガイドライン

の他、縦列駐車ではステアリングホイールを最大に切る位置を表示。リヤ

ビューカメラはラゲッジコンパートメントリッドのハンドルエリアに目立たな

いように設置。リバースギアの選択またはセンターコンソールにあるボタン

の操作で作動します。

※写真はリヤビューカメラのイメージです。

クルーズコントロール

ステアリングコラムに装備されたレバーで操作が可能です。アクセルペ

ダルを踏まずに、一定の走行速度を維持。高速道路および加速や減速

の少ない自動車道などで、快適なロングドライブをサポートします。

ヒルディセント アシスト
下り坂の走行時に、選択した速度を維持。ボタンを押して作動させます。

アウディ サイドアシスト
時速約30kmから作動し、レーダーセンサーを使って検出した左右・後方の
接近車両をモニターします。車線変更が危険とシステムが判断した場合、

ドアミラーのライトによりドライバーに注意を促します。

※掲載のイメージ画像は欧州仕様車のAudi Q3となります。

アウディアクティブレーンアシスト

高速走行時、方向指示器を操作していない時に作動します。センサーに

よって走行区分線を認識し、車両が走行区分線を越えないようにステアリ

ングを自動修正します。

※掲載のイメージ画像は欧州仕様車のAudi Q3となります。
※センサーによる車線の識別は、天候や周囲の照明、及び車線の品質に依存します。

プライバシーガラス*
リヤウインドウ、リヤドアウインドウ、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 Q3です。

パノラマサンルーフ*
2枚のガラスにより構成され、乗る人すべてが光と風に満ちた心地よい空
間を味わうことができます。また、ガラスサンルーフの前半部分は電動で

開閉・チルトアップが可能。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

オートマチックテールゲート*
運転席ドアのスイッチ、テールゲートのスイッチ、またはリモートコントロー

ルキーいずれかの操作で、テールゲートを自動的に開くことができます。

また、開いたときの高さを任意に設定できる機能も備えています。

*オプション

RSダンピングコントロールスポーツサスペンション*
RSスポーツサスペンションをベースに、走行状況に合わせる電子制御機能
を追加。ダイナミックまたはコンフォートといったダンパー特性は、アウディ 
ドライブセレクトで調整できます。

*オプション
※ 標準搭載のアウディドライブセレクトにはダンピングコントロールサスペンションは非装着です。

RSスポーツサスペンション
スプリングとダンパーにダイナミックなチューニングを施したサスペンション。

フロントアクスルにはアルミニウム製のウィッシュボーン形状のローワーアー

ムを使用したマクファーソンストラット式サスペンションを搭載。リヤアクス

ルのサスペンションは、4リンク式を採用し、スプリングとダンパーを別々に
設置しています。

カラードブレーキキャリパーレッド

RSのロゴを装着したブレーキキャリパー。スポーティな外観を演出するブ
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。

アドバンストキーシステム

リモートコントロールキーを身につけていれば、センターコンソール上の

ボタンを押すだけで速やかにエンジンをスタートさせることができます。

また、ドアの施錠・解錠も煩わしさがありません。

※アドバンストキーシステム（スマートエントリーアンドスタートシステム）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。

※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。
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1899

アウグスト・ホルヒが自らの

名を冠した自動車メーカー

「Horch」を設立。

1981

Audi quattroによりWRCに参戦。
第2戦のスウェーデンで
早くも勝利を収める。

1909

挑戦への強い願望から、ホルヒは

新会社「Audi」を設立。1914年には
ヒルクライムイベントで勝利を手にする。

1933

エアロダイナミクスの

重要性を意識し、世界で初めて

の風洞実験を実施。

1934

16気筒エンジンを積むレーシングカー
「アウトウニオン タイプA」で
グランプリに参戦。

1937

アウトウニオンは54のレースに
出場し、32の完全優勝と
15の世界記録を達成した。

1937

アウトウニオン・

ストリームラーナーが、初めて

400km/hの壁を破る。

History
モータースポーツへの挑戦こそ、Audi進化の原動力。
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1985

アメリカのパイクス・ピーク・

ヒルクライムで女性ドライバーの

ミシェル・ムートンが優勝。

2015

Audi初のプラグインハイブリッドを搭載
したAudi A3 Sportback e-tronを日本
で発表。

1990

ドイツDTMで
ハンス・ヨアヒム・シュトックが

ドライバーズ・タイトルを獲得する。

2000

世界で最も過酷なレース

として知られるルマン24時間で
Audi R8が初勝利を収める。

2006

ルマン24時間でAudi R10が
ディーゼルエンジン搭載マシンとして

初優勝を遂げる。

2009

Audi R8 LMSにより、
ニュルブルクリンク

24時間耐久レースに挑戦。

2014

第82回ルマン24時間
耐久レースにて13度目の優勝。
5連覇を達成。



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。

※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。

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。

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 RS Q3 performanceモデルページ > audi.co.jp/rsq3pf

Audi configurator | Audi Genuine Accessories

Audi configurator
  [ Audi RS Q3 performance]

> www.audi.co.jp/configurator/rsq3pf
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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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