Audi A8カタログ掲載内容一部変更のお知らせ
カタログ掲載の内容について変更がありましたので、以下の通り改訂いたします。下記の内容をご確認いただき、該当する項目のカタログ内容と合わせてご覧ください。

〈リヤ2名乗車〉
画像に関して
P21、P34、P52掲載のコンフォートコンツアーシート（リヤ／助手席後ろ）
●Audi A8 Lのコンフォートパッケージの仕様を下記の通り改訂いたします。

［変更前］

［変更後］
Audi A8 L

ey

For a pleasant journey
クルマの中で過ごす時間を、より満ち足りた体験へ。
コンフォートパッケージ*¹を選択すれば、マッサージ機能や常に心地よい環境を約束するシートベンチレーション機能、
頭を優しく支え寛ぎを深めるヘッドレストなどが緊張をほどくひと時をお届けします。
電動で位置調整が可能なリヤシートに体を委ね、フットレストに足を乗せながら
ご自身のもっとも心地の良い姿勢で優れた座り心地をお愉しみください。
プライバシーガラス*²やサンブラインドなども備え、オーナーだけのプライベートな時間が遮られることはありません。
さらに、車内のWi-Fiを介してご愛用のスマートフォンとクルマを接続し、
ミラーリングやキャスティングをすることでリヤシートモニター *³の大きな画面で使い慣れたアプリを視聴することも可能。

Audi A8 Lと共に過ごす時間は、あなたの体を癒し、心を解き放つ上質な旅へと続いていくことでしょう。
＊1 オプション。
＊2 コンフォートパッケージとしてセットオプション。
＊3 Audi A8 L 60 TFSI quattroにコンフォートパッケージとしてセットオプション。

Audi A8 L 60 TFSI quattro［オプション装着車］写真は欧州仕様です。日本仕様と異なります。 21
20

Comfortable | Technologies

Audi A8 L 60 TFSI quattroに設定されているコンフォートパッケージには、リヤシート助手席側 リラクゼーション

Equipment

Equipment

モード機能並びにフットマッサージ機能付格納式レッグサポート
（リヤ/助手席側）
は搭載されません。

Standard Equipment 標準装備

HDマトリクスLEDヘッドライト
ダイナミックターンインディケーター
（フロント/リヤ）
ハイビームのユニットを横2列のLED配置とすることで、高精細、
高解像度な照射を行います。LED光源と精密な光学デバイスを
組み合わせたカメラシステムによって、状況に合わせて配光を高度
に制御。ルームミラーに内蔵されたカメラが対向車や先行車を検知
すると、直接光を照射しないようにコントロールしつつ、
それ以外の車間
エリアや周辺は明るく照らし続けます。LEDのオン/オフを個別に切り
替えハイビームをカットすることにより、周囲に迷惑をかけることなく

OLEDリヤライト
革新的なOLED
（有機ELテクノロジー）
によって、省電力で軽量、影の
発生を抑え、基板そのものが面全体で発光し、均一な照明、高い
視認性そして斬新なライティングデザインを生み出します。微細な

とすべてのOLEDセグメントを点灯させることで車間距離の確保を警告

LEDがミリ秒単位で次々と光り、流れるような動きで非常に視認性の

アダプティブエアサスペンション*

オートマチックトランクリッド

ドライブセレクトから車高の設定を含めた様々なモードを選択

解錠した状態でアドバンストキーのボタン、
運転席ドアのボタン、
または

お好みの色を30 色のカラーチャートの中から選び、車内を自分好みに彩ることができます。アウディドライブセレクトの

後部座席のセンターにタッチ操作のマトリクスLEDによる読書灯を装備しています。リヤシートリモート* の調整により

それぞれのモードに合わせたカラーを設定しています。

片側7つのLEDライトの照射範囲を変えることができます。

でアンダーステアやオーバーステアを抑制し、卓越した敏捷性と意の

円形メーターの大小切り替えも可能。メーター表示を小さくすれば、
オンボードコンピューターやMMIナビゲーションのコンテンツ、3D地形図
などをより見やすく画面の広いエリアに表示できます。
ルートガイダンスを
起動している間は、スピードメーター近くにナビゲーション情報が常時
表示され、
タコメーターにオンボードコンピューター数値の配置も可能です。
＊ Audi A8に標準装備。Audi S8はバーチャルコックピットプラスになります。

車高と減衰力を自動制御し、優れた乗り心地とドライビングダイナ

ままのドライビングダイナミクスを実現します。

ミクスを実現する電子制御式エアサスペンションです。アウディ

＊ Audi S8に標準装備。

ヘッドアップディスプレイ

ダイナミックオールホイールステアリング*

ドライバーの直接視野に入るフロントウインドウ上に必要に応じて

速度、アシスタンスシステム、ナビゲーションや警告といった情報を、

できます。オートモードまたはダイナミックモードで高速走行時には
自動的に車高が下がることで空気抵抗を低減し、ハンドリングを

ダイナミックオールホイールステアリングは速度に応じてステアリング

向上させます。

のギアレシオが可変制御されるダイナミックステアリングに4輪操舵
のオールホイールステアリングを組み合わせることで生まれたハンド
リング性能をさらに高める先進テクノロジーです。走行状況に応じて

電動制御のサスペンションシステム。48Vのメイン電源システムから

アシスト量、舵角量をコントロールでき、ワインディングロードや高速
走行ではリヤホイールがフロントと同じ方向へ動くことで、卓越した

サーボモーターのアシストによって、閉まりきっていないドアを自動で

の電力で、各サスペンションの下に装着された電気モーターを稼働

走行安定性とドライビングダイナミクスが向上。車線変更もスムーズ

引き付けロックします。勢いよくドアを閉める必要はありません。

します。コントロールユニットが、カメラからのデータを始めとする

に行えます。低速走行時にはリヤホイールをフロントとは反対方向に

サスペンションに関する全てのシグナルを統合的に制御し、各システム

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*

からダイレクトに行えます。またVIEWボタンを押すことで2 つの

＊ Audi A8に標準装備。

プレディクティブアクティブサスペンション*¹

曲げることでクルマの最小回転半径が約5.3mに。車両に高い俊敏性

間を緊密に連携させ、かつてない幅広い機能を実現します。路面

と操作性をもたらし、取り回しが楽に行えます。

状況、運転状況を常時予測し、車高と減衰力をアクティブに調整。

＊ Audi S8に標準装備。

車内をフラットに保つほか、安定したコーナリング姿勢、理想的な乗り

運転席、助手席、後部座席の左右それぞれで室温と風量を調節でき、快適な室内空間をもたらします。後部座席はタッチ式

心地を実現しています。また、アウディ プレセンス360のシステム

A/Cコントロールパネルを装備。乗員認識機能により効率的な温度ゾーンを調節します。

と連携し、側面からの衝突の危険*²を予測、瞬時に衝撃にさらされる

走りの特性をシーンや走行状況、好みに合わせて選択することができ

側のボディを最大約80mm持ち上げます。ボディの強度の高い構造

ます。オート、コンフォート、ダイナミック、エフィシェンシーの各モード

＊ Audi A8 L 60 TFSI quattroに標準装備。
Audi A8 55 TFSI quattro、A8 60 TFSI quattro、S8にコンフォートパッケージとしてセットオプション。

高解像度12.3インチカラー液晶フルデジタルディスプレイに、
スピード
メーター、タコメーター、マップ表示、ラジオ/メディア情報などフレキ
シブルに表示。操作もマルチファンクション付きステアリングホイール

電子制御式スポーツディファレンシャルが、左右の後輪の駆動力配分

解錠ができるバーチャルペダル機能を搭載。荷物で両手がふさがって

パワークロージングドア

バーチャルコックピット*

好みに彩ることができます。アウディドライブセレクトのそれぞれの
モードに合わせたカラーを設定しています。

を最適に制御します。電子制御式油圧多板クラッチにより理想的な

アドバンストキーとの併用で、足をキックするようにかざす動作で
いる時などに便利です。

＊コンフォートパッケージとしてセットオプション。

お好みの色を30色のカラーチャートの中から選び、車内を自分

リヤスポーツディファレンシャル*

トルク配分を計算して、
トルクをリヤホイール間に積極的かつ可変的
に配分します。特にコーナリング時においてコーナー進入の早い段階

高いダイナミックターンインディケーターを搭載。

トランクリッドハンドルにあるボタンを軽く押すと、電動で開閉できます。

マトリクスLEDインテリアライト*

マルチカラーアンビエントライティング

3次元のセグメントに分割できるOLEDにより、特徴的な発光パターン
が可能になりました。
アウディドライブセレクトでダイナミックを選択する
と点灯パターンが変わるとともに、停車時に後続車が2m以内に近づく
します。

常時ハイビームを利用可能。安全性と利便性に大きく寄与します。

マルチカラーアンビエントライティング

Audi A8 L 60 TFSI quattro［オプション装着車］写真は欧州仕様です。日本仕様と異なります。 21

アウディドライブセレクト

箇所で衝撃の大半を受け止めることにより、乗員にもたらされる

から、パワーステアリングのアシスト量、エンジン、ギアチェンジ特性、

衝撃を軽減します。

ダンパーコントロールの設定を変更できます。

投影します。高さ調節が可能で、コントラストのはっきりしたマルチ
カラーで表示します。

エクステンデッドレザーパッケージ*
センターコンソール、ステアリングホイール上のエアバッグカバー、イン
ストルメントパネル上部、
ドアアームレスト、
ドアレール、
ドアアームレス
ト上の蓋付き収納
（フロント/リヤ）
がファインナッパレザーとなります。
＊ Audi A8に標準装備。

フルレザーパッケージ*
エクステンデッドレザーパッケージに加えて、インストルメントパネル
下部、
ドアポケット、フロントシートのシートトリム/バックレスト/ヘッド
レストがファインナッパレザーとなります。
＊ Audi S8に標準装備。Audi A8にオプション。

＊ 1 Audi S8に標準装備。Audi A8にオプション。
＊ 2 約25km/h以上の速度での衝突を予測した場合。

34 Audi A8 L 60 TFSI quattro［オプション装着車］写真は欧州仕様です。日本仕様と異なります。
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●仕様・装備・諸元は予告なく変更される場合があります。詳しくはAudi正規ディーラーへお問い合わせください。

アウディ ジャパン / フォルクスワーゲン グループ ジャパン 株式会社 2022.05

Audi A8カタログ掲載内容一部変更のお知らせ
カタログ掲載の内容について変更がありましたので、以下の通り改訂いたします。下記の内容をご確認いただき、該当する項目のカタログ内容と合わせてご覧ください。

P45掲載の主要オプション装備に関して
●Audi A8 Lのコンフォートパッケージの仕様を下記の通り改訂いたします。

［変更前］
■ コンフォートパッケージ
〈リヤ2名乗車〉
・ コンフォートコンツアーシート
（リヤ／助手席後ろ）
〈リヤ2名乗車〉
・リヤフットレスト
（助手席後ろ）
・ リヤシートリモート
・ シートベンチレーション
マッサージ機能
（リヤ）
（リヤ）
・ センターアームレストヒーター
・ ドアアームレストヒーター
（リヤ）
・ マトリクスLEDインテリアライト
・ リヤシートモニター
・ Bang & Olufsen 3Dサウンドシステム
（17スピーカー）
・ ステアリングホイール
ダブルスポークマルチファンクション
パドルシフト ヒーター
・ デジタルマトリクスLEDヘッドライト
・ プライバシーガラス
・ 100V 電源ソケット

●仕様・装備・諸元は予告なく変更される場合があります。詳しくはAudi正規ディーラーへお問い合わせください。

［変更後］
■ コンフォートパッケージ
〈リヤ2名乗車〉
・ コンフォートコンツアーリヤシート
〈リヤ 2 名乗車〉
・ リヤフットレスト（ 床置式）
・ リヤシートリモート
・ シートベンチレーション
マッサージ機能
（リヤ）
（リヤ）
・ センターアームレストヒーター
・ ドアアームレストヒーター
（リヤ）
・ マトリクスLEDインテリアライト
・ リヤシートモニター
・ Bang & Olufsen 3Dサウンドシステム
（17スピーカー）
・ ステアリングホイール
ダブルスポークマルチファンクション
パドルシフト ヒーター
・ デジタルマトリクスLEDヘッドライト
・ プライバシーガラス
・ 100V 電源ソケット
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Audi A8カタログ掲載内容一部変更のお知らせ
カタログ掲載の内容について変更がありましたので、以下の通り改訂いたします。下記の内容をご確認いただき、該当する項目のカタログ内容と合わせてご覧ください。

P56掲載の主要オプション装備に関して
●Audi A8 Lのコンフォートパッケージの仕様を下記の通り改訂いたします。
［変更前］
〈装備内容〉
■ トランクスルー機能*2

［変更後］
〈装備内容〉
■ トランクスルー機能*2

■ マトリクスLEDインテリアライト

■ マトリクスLEDインテリアライト

■ リヤシートリモート

■ リヤシートリモート

■ コンフォートコンツアーシート
（リヤ/助手席後ろ）
〈リヤ2名乗車〉*³

■ コンフォートコンツアーリヤシート
〈リヤ2名乗車〉*³

■ リヤフットレスト（助手席後ろ）*³

■ リヤフットレスト
（床置式）*³

［変更前］

コンフォートコンツアーシート
（リヤ/助手席後ろ）
〈リヤ2名乗車〉

［変更後］

コンフォートコンツアーリヤシート
〈リヤ2名乗車〉

前後スライド、座面角度、リクライニングの電動調整が可能。左右

前後スライド、座面角度、リクライニングの電動調整が可能。左右

アウターリヤシートのメモリー機能、空気圧調整式4ウェイランバー

アウターリヤシートのメモリー機能、空気圧調整式4ウェイランバー

サポート、
サイドエアバッグを搭載。
リヤシート
（助手席後ろ）
に乗車の際、

サポート、サイドエアバッグを搭載。リヤシートの間に設置された

助手席を前に倒すことによって、助手席背面をフットレストとして

ロングセンターコンソールのリヤシートリモートから助手席のポジション

使用でき、足を伸ばして快適にお過ごしいただけます。

調整が可能です。

●仕様・装備・諸元は予告なく変更される場合があります。詳しくはAudi正規ディーラーへお問い合わせください。
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