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Equipment

※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。また、気象条件や道路状況、周囲の状況等によって作動しない場合がありますのでご注意ください。運転者は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正規ディーラーで実施している衝突被害軽減ブレーキ等の各セーフティ・アシスタンス機能の試乗体験は、作動条件等の基準に基づき安全を確保した上で実施しています。お客様自らの判断での作動テストは大変危険ですので絶対に行わないでください。 

アダプティブクルーズアシスト

高速道路などでの走行時、システムがドライバーに代わって車間距

離を一定に保ち、ブレーキ&アクセルを自動でコントロール。さらに、
最高速度を設定すれば、その速度をキープし、設定されたスピード

に達するとクルマが緩やかに速度を制御する「アダプティブクルー

ズコントロール*」。車線のはみ出しをシステムが監視、フォローし、
認識したレーン内の走行をキープする「アクティブレーンアシスト*」。
Audiが誇る２つの機能を統合することで、安全で快適なクルージン
グを、より高度にフォローするアダプティブクルーズアシストを搭載し

ました。高速道路などでの渋滞時にも、前方の車両に合わせ加速、

減速、ステアリング操作までアシストし、運転のストレスを大幅に軽

減します。

＊ 約0km/h ～ 200km/hでの走行中に限ります。

サイドアシスト

自車を追い抜こうとするクルマが自車の死角にいる場合など、シス

テムが車線変更の危険を予測し、該当する側のエクステリアミラー

に搭載されたLEDが点灯してドライバーに警告します。2つの
レーダーセンサーが隣車線の後方から近づいてくる車両を感知し、

距離と速度差を測定。このシステムは約15km/h～ 250km/hで
走行している場合に作動します。

リヤクロストラフィックアシスト

駐車スペースからバックで出る際に、見えない後方の死角をセン

サーがフォロー。接近するクルマを監視、ドライバーに知らせます。

アウディホールドアシスト

ブレーキを踏み停止後、その状態で継続的に車両を維持します。

一般的な勾配の上り坂や下り坂の途中でも車両を維持できます。

センターコンソールのスイッチによりON/OFFの切り替えができます。

ヒルディセントアシスト

下り坂の走行時に、設定した速度を維持。ボタンを押して作動させ

ます。

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。さらに、アドバンストキーとの併用により、キックする

ように足を軽くかざす動作で解錠、施錠が可能。荷物で手がふさ

がっている時などに便利な機能です。

アウディパーキングシステム

フロントとリヤのバンパーに備えた超音波センサーが障害物との

距離を測定。アラーム音とモニター上のイラストによって距離を段階

的に知らせます。障害物をいち早く察知でき、より正確な後方操作が

可能になります。

サラウンドビューカメラ

4台の広角サラウンドビューカメラが、車両の全周囲360°を捉え、
様々な角度からの映像を映し出すことで駐車時等の操作がより

簡単になります。ギアをリバースに入れるか、センターコンソールの

ボタン（パークアシスト）で起動します。

アウディプレセンス フロント
アウディプレセンス フロントは約10km/h ～ 250km/hで走行中、
前方の車両を、約10km/h ～ 85km/hで走行中、前方を横断中
の歩行者を検知。前走車に接近し過ぎた場合にドライバーに警告を

発し、ドライバーが反応を示さない場合、必要であれば短くブレーキ

を作動させ危険な状況に対してドライバーの注意を引きつけます。さ

らに状況に応じて自動的にフルブレーキを作動させ、衝突を回避、も

しくは衝突被害を軽減するよう最大限の減速をします。また、クルマ

の前方エリアを監視し、システムの設定の範囲内で歩行者が道路

内を歩いているのを検知すると、聴覚及び視覚的にドライバーに警

告を発します。同時に、システムはドライバーによるフルブレーキング

に備えます。ドライバーがブレーキをかけない場合、自動的に非常ブ

レーキが作動し衝突被害を軽減するようアシストします。

アウディプレセンスベーシック

危険を察知すると、シートベルトの拘束力を強めるなど、乗員の保護

に必要な各機能が自動的に作動します。

電動調整機能（フロント）*
シート高さ、前後スライド、座面角度、リクライニングが電動調整

式で運転しやすいベストポジションを簡単に設定できます。

＊ オプション

マトリクスLEDヘッドライト ワイヤレスチャージング*
マトリクスLEDヘッドライト：昼夜を問わず印象的なデザインの
ヘッドライト。カメラシステムにLED光源と精密光学部品を組み
込んだ革新的テクノロジーが、刻々と変わる道路状況に合わせ

た高度な配光を可能にします。システムが自動的に対向車や

前方車両を認識し直接当たるハイビームをカット、それ以外の

車間エリアや周辺を明るく照らし続けます。自動防眩機能によ

り交通標識に当たる光量を抑え、照り返しによる眩しさを低減。

常に理想的なライティング環境をもたらします。

ワイヤレスチャージング：フロントセンターコンソール近くに携帯

電話を置くと、ワイヤレスでスマートフォンを充電できます。

＊ オプション

パノラマサンルーフ*
サンルーフのガラス部分は自動開閉が可能で、チルトアップや完全

にオープンにすることができます。車外からルーフを閉めるリモートコ

ントロールキーも装備。広く設けられたガラスから車内へ光が降り注

ぎ、心地よい空間を作り出します。ウインドディフレクターを搭載し、

ルーフオープン時の風切音を軽減します。

＊ オプション

プライバシーガラス*
リヤウインドウ、ドアウインドウ、サイドウインドウ（リヤ）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

Bang & Olufsen 3Dサウンドシステム*
サブウーファーを含む15個の高性能ラウドスピーカーと総出力680
ワットの16チャンネルのアンプを通してサラウンドサウンドを再生。
インストルメントパネルに配した4個のラウドスピーカーとCピラーの
2個のラウドスピーカー、そしてフラウンホーファーのSymphoria技
術により、新しい三次元的な音響効果で迫力のあるサウンド体験を

可能にします。

※画像はAudi Q3となります。
＊ オプション

エクステリアミラーハウジングカーボン*
精悍な印象を引き立てるカーボンで仕立てたミラーハウジング。

シックな質感でスポーティさを演出します。

＊ オプション

カラードブレーキキャリパー レッド*
スポーティなグロスレッド塗装。フロント/リヤともにRSのロゴが入
ります。

＊ オプション

RSスポーツエキゾーストシステム*
左右1本ずつ配したオーバル形状のテールパイプがグロスブ
ラックカラーに。RSの名にふさわしい心震わせるエキゾーストサウ
ンドを奏でます。

＊ オプション

RSダンピングコントロールサスペンション*
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

　

セラミックブレーキ（フロント）
カラードブレーキキャリパー　アンスラサイトグレー *

セラミックブレーキ（フロント）
カラードブレーキキャリパー　レッド*

セラミックブレーキ（フロント）
カラードブレーキキャリパー　ブルー *
セラミックブレーキのディスクは、スポーツドライビング時の厳しい

高熱応力の負荷にも耐えられるように開発。制動力とコントロール

性に優れ、軽量化にも寄与します。

＊ オプション

※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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