ルミホイール 5アームダイナミックデザイン
・ ステアリングホイール 3スポーク レザー
・ ハイグロスパッケージ
・ストレージパッケージ

5J×17＋225/50 R17タイヤ

ートマチックテールゲート*¹

・アウディホールドアシスト

・アウディパーキングシステム

・アドバンストキーシステム

マルチファンクション パドルシフト

・ エクステリアミラー 電動調整&格納機能
自動防眩機能 ヒーター

・ デコラティブパネル アルミニウムエリプス

・リヤビューカメラ

・コンソールパネル マットブラック

・アウディプレセンスシティ

・ドアシルトリム アルミニウム
ショナー
・ 3ゾーンオートマチックエアコンディ

・ ルーフレール（アルミニウム）*¹

Audi A4｜S4 カタログ掲載内容一部訂正のお知らせ
ランクリッドオープナー *²
・アルミホイール 5アームダイナミックデザイン

7.5J×17＋225/50R17タイヤ

・ ステアリングホイール 3スポーク レザー

Technology

・ 3ゾーンオートマチックエアコンディショナー

（フロント/リヤ ヘッドエアバッグ）

・ サイドエアバッグ（フロント）サイドガード

カタログ掲載の内容について変更がありましたので、
以下の通り訂正いたします。
なお、Webサイトのカタログの内容は
年3月9日付で修正・変更して掲載しております。
2021
（フロント/リヤ
ヘッ
ドエアバッグ）
・トランクリッドオープナー
*²
エアバッグ
・

Technology
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。

rformance

Performance
・ MMI

・スポーツサスペンション

・ Audi connect

・ 12Vマイルドハイブリッドシステム*³

・ Audiスマートフォンインターフェース

・アウディドライブセレクト

・ Audi connect セーフティ &サービス

・ バーチャルコックピットプラス
Vマイルドハイブリッドシステム*³
主要標準装備 ・ Audiスマートフォンインターフェース
■ カタログ掲載内容の訂正／P51 掲載のスペシャルオプションに関して
・ Audi connect セーフティ
ウディドライブセレクト
&サービス
Exterior
Interior

● 注記を追加いたしました。

・スタンダー
ドシート/インデックスクロス
トプラス
・ バーチャルコックピッ

・ LEDヘッドライト

・ 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ディケーター
・ ハイグロスパッケージ

主要オプション装備
・ エクステリアミラー 電動調整&格納機能

［変更前］

・ エアバッグ

・ン
MMI ナビゲーション
ナビゲーショ

・ Audi connect

ポーツサスペンション

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
太文字はAudi A4 / A4 Avant 35 TFSI から追加・変更される装備です。

・シート電動調整機能（フロント）

・アウディアクティブレーンアシスト

（フロント）
・シートヒーター

・アウディサイドアシスト

・ストレージパッケージ

・アウディパーキングシステム

・アウディプレセンスシティ
自動防眩機能 ヒーター
・コンソールパネル マットブラック
■アルミホイール 10スタ
■ラグジュアリー パッケージ
■パークアシストパッケージ
■サンルーフ*⁴
スポーク
ダイナミ
ックデザイン
ンダードシー
ト/インデッ
クスクロス
・アウディプレセンスリヤ
・ ルーフレール（アルミニウム）*¹
・ドアシルトリム アルミニウム
コントラストグレー 8J×18＋245/40R18タイヤ
・ パーシャルレザー
・ パークアシスト
■パノラマサンルーフ*⁵
・アウディホールドアシスト
・アルミホイール 5アームダイナミックデザイン
・ ステアリングホイール 3スポーク レザー
■ヘッ
ドアップディスプレイ
・ 運転席メモリ
ー機能
・ サラウンドビューカメラ
■Bang & Olufsen
3D
・アドバンストキーシステム
マルチファンクション パドルシフト
R17タイヤ
7.5J×17＋225/50
■シートヒーター
（フロント/リヤ）ステアリングヒーター
アドバンストサウンドシステム
・オー
エクステリアミラーメモリ
・マルチカラーアンビエントライティ
ング
・ サイドエアバッグ（フロント）サイドガード
トマチックテールゲーー機能
ト*¹
ショナー
・
・ 3ゾーンオートマチックエアコンディ
太文字は
から追加
・
変更される装備です。
Audi
A4
/
A4
Avant
35
TFSI
■マトリクスLED ヘッドライトパッケージ
■プライバシーガラスアコースティックガラス（フロントサイド）
・トランク
ランバーサポー
ト 4ウェイ
（フロント）
（フロント/リヤ ヘッドエアバッグ）
・
リッドオープナー
*²
■ダンピングコントロールスポーツサスペンション
・マトリクスLED
ヘッドライト
・マルチカラーアンビエントライティング
Technology
・ エアバッグ

Performance

・ MMI ナビゲーション

Assistance & Safety
・スポーツサスペンション

・ Audi connect
・ Audiスマートフォンインターフェース
・ Audi connect セーフティ &サービス

・アウディドライブセレクト

（フロントダイナミックターンインディケーター）

・ ヘッドライトウォッシャー

トフォンワイヤレスチャージング /リヤシートUSB チャージング
スペシャルオプション■■スマー
TVチューナー
ステアリングホイール 3スポーク レザー

＊5 Audi A4 Avant 45 TFSI quattro advanced、
※掲載の装備内容、
オプション内容は一部抜粋となります。詳しくはP58-67 をご覧ください。※アシスタンス&セーフティの詳細はP64-65 Equipmentをご覧ください。※Audi connect の詳細についてはP32-33をご参照ください。
40 TDI quattro advanced の場合。
※写真は欧州仕様です。
日本仕様と異なります。日本仕様は右ハンドルとなります。

■パークアシストパッケージ

■サンルーフ*⁴

ーシャルレザー

・ パークアシスト

■パノラマサンルーフ*⁵

転席メモリー機能
・アウディプレセンスシティ

・ サラウンドビューカメラ

・アウディパーキングシステム
・リヤビューカメラ

プレセンスリヤ
・アウディ
クステリアミラーメモリ
ー機能
・アウディホールドアシスト

ンバーサポート 4ウェイ
（フロント）

・アドバンストキーシステム

主要オプション装備

スタンダードシート/インデックスクロス

・マルチカラーアンビエントライティング

■Bang & Olufsen 3D
アドバンストサウンドシステム

■ヘッドアップディスプレイ

■マトリクスLED ヘッドライトパッケージ

■プライバシーガラスアコースティックガ

■パークアシストパッケージ

■サンルーフ*⁴

・ パーシャルレザー

・ パークアシスト

■パノラマサンルーフ*⁵

・ 運転席メモリー機能

・ サラウンドビューカメラ

■Bang & Olufsen 3D
アドバンストサウンドシステム

・マルチカラーアンビエントライティング

・ランバーサポート 4ウェイ
（フロント）

（フロント/リヤ［変更後］
ヘッドエアバッグ）
・マルチカラーアンビエントライティング
・ エアバッグ
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■アルミホイール
10スポーク ダイナミ
コントラストグレー 8J×18＋245/4

スペシャルオプション

■ラグジュアリー パッケージ

ルチカラーアンビエントライティ
ング
・ エクステリアミラーメモリ
ー機能
ド
・ サイドエアバッグ（フロント）サイドガー
ョナー

ス

■デコラティブパネル ウォルナットブラウン
■デコラティブパネル オーク ナチュラルグレー

マルチファンクション パドルシフト
ックピットプラス 40 TDI quattro advanced 標準装備。
・ バーチャルコ
・アウディアクティブレーンアシスト＊1 Audi A4 Avant 45 TFSI quattro advanced、40 TDI quattro advanced 標準装備。
＊2 Audi A4 45 TFSI quattro advanced、
＊3 Audi A4 / A4 Avant 40 TDI quattro advancedには設定がありません。
＊4 Audi A4 45 TFSI quattro advanced、
40 TDI quattro advanced の場合。

・アウディサイドアシスト
グジュアリー パッケージ

ー

ステアリングホイール 3ス
マルチファンクション パドル

Assistance & Safety
・アダプティブクルーズコントロール

スペシャルオプシ
ョン
・リヤビューカメラ
・ デコラティブパネル アルミニウムエリプス

・ 12Vマイルドハイブリッドシステム*³
要オプシ
ョン装備
・アダプティブクルーズコントロール
ス

プス

スタンダードシート インデックスクロス

・アドバンストキーシステム

マルチファンクション パドルシフト

・ オートマチックテールゲート*¹

/
サイドガード
・ サイドエアバッグ（フロント）

・アウディプレセンスリヤ

・アウディホールドアシスト

■シートヒーター
（フロント/リヤ）ステアリ

■アルミホイール 10スポーク ダイナミックデザイン
コントラストグレー 8J×18＋245/40 R18タイヤ*⁶

■ダンピングコントロールスポーツサスペ
・マトリクスLED ヘッドライ
ト （フロント/リヤ）ステアリングヒーター
■シートヒーター
■プライバシーガラスアコースティ
ックガラス
（フロントサイ
ド）
（フロントダイナミックターンインディケーター） ■デコラティ
ブパネル ウォルナットブラウ
■ヘッドアップディスプレイ

■マトリクスLED ヘッドライトパッケージ

・マトリクスLED ヘッドライト
（フロントダイナミックターンインディケーター）

■ダンピングコントロールスポーツサスペンション

・ ヘッドライトウォッシャー

■デコラティブパネル オーク ナチュラルグレー

・ ヘッドライトウォッシャー■デコラティブパネル ウォルナットブラウン

■デコラティブパネル オーク ナチュラル

■スマートフォンワイヤレスチャージング

■スマートフォンワイヤレスチャージング /リヤシートUSB チャージング
■TVチューナー

■TVチューナー

＊1 Audi A4 Avant 45 TFSI quattro advanced、
＊2 Audi A4 45 TFSI quattro advanced、
＊3 Audi A4 / A4 Avant 40 TDI quattro advancedには設定がありません。
＊4 Audi A4 45 TFSI quattro advanced、
40 TDI quattro advanced 標準装備。
40 TDI quattro advanced 標準装備。
40 TDI quattro advanced の場合。
＊5 Audi A4 Avant 45 TFSI quattro advanced、
＊6 Audi A4 / A4 Avant 45 TFSI quattro advancedには設定がありません。
※掲載の装備内容、
オプション内容は一部抜粋となります。
詳しくはP58-67 をご覧ください。
40 TDI quattro advanced の場合。
※アシスタンス&セーフティの詳細はP64-65 Equipmentをご覧ください。※Audi connect の詳細についてはP32-33をご参照ください。
※写真は欧州仕様です。
日本仕様と異なります。
日本仕様は右ハンドルとなります。
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ステアリングホイール 3スポーク レザー

＊2 Audi A4 45 TFSI quattro advanced、
＊3 Audi A4 / A4 Avant 40 TDI quattro advancedには設定がありません。
＊4 Audi A4 45 TFSI quatt
Audi A4 Avant 45 TFSI quattro advanced、
40 TDI quattro advanced 標準装備。
40 TDI quattro advanced 標準装備。
マルチファンクション パドルシフト
＊5 Audi A4 Avant 45 TFSI quattro advanced、
＊6 Audi A4 / A4 Avant 45 TFSI quattro advancedには設定がありません。
※掲載の装備内容、
オプション内容は一
40 TDI quattro advanced の場合。
※アシスタンス&セーフティの詳細はP64-65 Equipmentをご覧ください。
※Audi connect の詳細についてはP32-33をご参照ください。※写真は欧州仕様です。日本
アウディジャパン 株式会社 2021.03

×18＋245/40 R18タイヤ

ートマチックテールゲート*¹

・ステアリングホイール
3スポーク レザー
・ デコラティブパネル マットブラッシュト

・ サイドエアバッグ（フロント）サイドガード

・ エクステリアミラー 電動調整&格納機能

・アウディプレセンスシティ

（フロント/リヤ ヘッドエアバッグ）

マルチファンクショ
ン パドルシフト
・コンソールパネル ブラックグラスルック

自動防眩機能 ヒーター

アルミニウム

・ ルーフレール（アルミニウム）*¹

ランクリッドオープナー *²

・アウディホールドアシスト

・ドアシルトリム S/S lineロゴ
ブラック
・ ヘッドライニング ・
ステアリングホイール スポーク レザー

・ エアバッグ

・アルミホイール 5Yスポークデザイン

Audi A4｜S4 カタログ掲載内容一部訂正のお知らせ
8J×18＋245/40R18タイヤ

3

・アドバンストキーシステム

・ サイドエアバッグ（フロント）サイドガード

マルチファンクション パドルシフト
ショナー
・ 3ゾーンオートマチックエアコンディ

・ オートマチックテールゲート*¹

・トランクリッドオープナー *²

rformance

・ ヘッドライニング ブラック

スポーツシート
（フロント）/アルカンターラ/レザー

・アウディプレセンスリヤ

（フロント/リヤ ヘッドエアバッグ）
・ エアバッグ

カタログ掲載の内容について変更がありましたので、
なお、
Webサイトのカタログの内容は
2021年3月9日付で修正・変更して掲載しております。
トマチックエアコンディ
ショナー
・ 3ゾーンオー
マルチカラーアンビエントライティ
ング
・以下の通り訂正いたします。

Performance
・マルチカラーアンビエントライティング
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。

ポーツサスペンション

・スポーツサスペンション

主要標準装備

Vマイルドハイブリッドシステム*³

・ 12Vマイルドハイブリッドシステム*³

Technology

・アウディドライブセレクト

・ MMI ナビゲーション

Technology
Interior

Exterior

・ Audi connect
・スポーツシー
ト
（フロント）/
・
Audiスマートフォンインターフェース
レザー
・アルカンターラ
Audi connect/ セーフティ
&サービス

ウディドライブセレクト
・ MMI ナビゲーション
リヤコンビネーションライト/
・ LED
■ カタログ掲載内容の訂正／P53
掲載のスペシャルオプションに関して
ダイナミックターンインディケーター
ト電動調整機能
（フロント）
バーチャルコ
ックピッ
トプラス
・ Audi connect ・シー
・ LEDヘッドライト

● 注記を追加いたしました。

・ S line バンパー

・コンソールパネル ブラックグラスルック

トプラス
・ バーチャルコックピッ
リム S/S lineロゴ
・ドアシルト

・アルミホイール 5Yスポークデザイン

［変更前］

Performance
・スポーツサスペンション
・ 12Vマイルドハイブリッドシステム*³

・リヤビューカメラ
スポーツシート
（フロント）/アルカンターラ/レザー

・アウディプレセンスリヤ
・アウディホールドアシスト
スペシャルオプシ
ョン

・アドバンストキーシステム

・ステアリングホイール 3スポーク レザー
・ サイドエアバッグ（フロント）サイドガード
■アルミホイール 10スポーク ダイナミックデザイン
■サンルーフ*⁴
■S line plus パッケージ
マルチファンクション パドルシフト
（フロント/リヤ ヘッドエアバッグ） コントラストグレー 8J×18＋245/40R18タイヤ
・ 運転席メモリー機能
■パノラマサンルーフ*⁵
・ ヘッドライニング ブラック
・ エアバッグ
■ヘッドアップディスプレイ
・ エクステリアミラーメモリー機能
■Bang & Olufsen 3D
・ 3ゾーンオートマチックエアコンディショナー
■シートヒーター
（フロント/リヤ）ステアリングヒーター
アドバンストサウンドシステム
・ランバーサポート 4ウェイ
（フロント）
・マルチカラーアンビエントライティング
■マトリクスLED ヘッドライトパッケージ
■プライバシーガラスアコースティックガラス（フロントサイド）
・アーティフィシャルレザー
（ドアアームレスト/センターコンソール）

・アウディドライブセレクト

Technology

・マトリクスLED ヘッドライト
（フロントダイナミックターンインディケーター）

■ダンピングコントロールスポーツサスペンション

・ MMI ナビゲーション

・ ヘッドライトウォッシャー

■TVチューナー

・ Audi connect

要オプション装備

・アウディサイドアシスト

・アウディプレセンスシティ

アルミニウム
・ Audi connect セーフティ
&サービス

8J×18＋245/40 R18タイヤ
■パークアシストパッケージ
・ オートマチックテールゲート*¹
・ パークアシスト
・トランクリッドオープナー *²
・ サラウンドビューカメラ

・アウディアクティブレーンアシスト

・ デコラティブパネル マットブラッシュト

自動防眩機能 ヒーター

主要オプション装備

ステアリングホイール 3ス
マルチファンクション パドル

Assistance & Safety
・アダプティブクルーズコントロール

・アウディパーキングシステム

・ストレージパッケージ
・ Audiスマートフォンインターフェース

・ ルーフレール（アルミニウム）*¹

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

（フロント）
・シートヒーター

・ ハイグロスパッケージ

・ エクステリアミラー 電動調整&格納機能

太文字はAudi A4 / A4 Avant 45 TFSI quattro advanced、
40 TDI quattro advanced から追加・変更される装備です。

レザートUSB チャージング
ステアリングホイール 3スポーク
■スマートフォンワイヤレスチャージング
/リヤシー
マルチファンクション パドルシフト

スペシャルオプション

＊1 Audi A4 Avant 45 TFSI quattro S line、
標準装備。
＊2 Audi A4 45 TFSI quattro S line、40 TDI quattro S line 標準装備。
＊3 Audi A4 / A4 Avant 40 TDI quattro S lineには設定がありません。
＊4 Audi A4 45 TFSI quattro S line、
40 TDI quattro
S line
40 TDI quattro S line の場合。
・ Audi
スマー
トフォンインターフェース
＊5 Audi A4 Avant 45 TFSI quattro S line、40 TDI quattro S line の場合。※掲載の装備内容、
オプション内容は一部抜粋となります。詳しくはP58-67 をご覧ください。※アシスタンス&セーフティの詳細はP64-65 Equipmentをご覧ください。※Audi connect の詳細についてはP32-33をご参照ください。
・ Audi connect セーフティ &サービス
※写真は欧州仕様です。
日本仕様と異なります。日本仕様は右ハンドルとなります。
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・ バーチャルコックピットプラス

ークアシストパッケージ

■S line plus パッケージ

ークアシスト

・ 運転席メモリー機能

■パノラマサンルーフ*⁵

主要オプション装備

ラウンドビューカメラ

・ランバーサポー
ト 4ウェイ
（フロント）
・ パークアシスト
・ 運転席メモリー機能

■サンルーフ*⁴

・アーティフィシャルレザー
・ランバーサポート 4ウェイ
（フロント）
・アーティフィシャルレザー
（ドアアームレスト/センターコンソール）

■Bang & Olufsen 3D
アドバンストサウンドシステム

・ サラウンドビューカメラ

［変更後］

■ヘッドアップディスプレイ
■Bang & Olufsen 3D
■アルミホイール 10スポーク ダイナミックデザイン
■シートヒーター
（フロント/リヤ）ステアリ
アドバンストサウンドシステム

・ エクステリアミラーメモリー機能

スペシャルオプション

■パークアシストパッケージ

■アルミホイール 10スポーク ダイナミッ
コントラストグレー 8J×18＋245/40

■サンルーフ*⁴

■S line plus パッケージ
・ エクステリアミラーメモリー機能

（ドアアームレスト/センターコンソール）

コントラストグレー 8J×18＋245/40 R18タイヤ*⁶

■パノラマサンルーフ*⁵

■ヘッドアップディスプレイ
■マトリクスLED ヘッドライ
トパッケージ

■プライバシーガラスアコースティックガ

■シートヒーター
（フロント/リヤ）ステアリングヒーター

■プライバシーガラスアコースティ
ックガラス（フロントサイ
ド）
■ダンピングコントロールスポーツサスペ
・マトリクスLED ヘッドライ
ト

■マトリクスLED ヘッドライトパッケージ

・マトリクスLED ヘッドライト
（フロントダイナミックターンインディケーター）

■ダンピングコントロールスポーツサスペンション

・ ヘッドライトウォッシャー

■TVチューナー

■スマートフォンワイヤレスチャージング
トUSB チャージング
（フロントダイナミックターンイ
ンディケーター）
/リヤシー■スマー
トフォンワイヤレスチャージング

・ ヘッドライトウォッシャー

■TVチューナー

＊1 Audi A4 Avant 45 TFSI quattro S line、
＊2 Audi A4 45 TFSI quattro S line、40 TDI quattro S line 標準装備。
＊3 Audi A4 / A4 Avant 40 TDI quattro S lineには設定がありません。
＊4 Audi A4 45 TFSI quattro S line、
40 TDI quattro S line 標準装備。
40 TDI quattro S line の場合。
＊5 Audi A4 Avant 45 TFSI quattro S line、40 TDI quattro S line の場合。
＊6 Audi A4 / A4 Avant 45 TFSI quattro S lineには設定がありません。
※掲載の装備内容、
オプション内容は一部抜粋となります。
詳しくはP58-67 をご覧ください。
※アシスタンス&セーフティの詳細はP64-65 Equipmentをご覧ください。※Audi connect の詳細についてはP32-33をご参照ください。
※写真は欧州仕様です。
日本仕様と異なります。
日本仕様は右ハンドルとなります。

53

＊1 Audi A4 Avant 45 TFSI quattro S line、40 TDI quattro S line 標準装備。
＊2 Audi A4 45 TFSI quattro S line、40 TDI quattro S line 標準装備。
＊3 Audi A4 / A4 Avant 40 TDI quattro S lineには設定がありません。
＊4 Audi A4 45 TFSI
＊5 Audi A4 Avant 45 TFSI quattro S line、
＊6 Audi A4 / A4 Avant 45 TFSI quattro S lineには設定がありません。※掲載の装備内容、
オプション内容は一
40 TDI quattro S line の場合。
※アシスタンス&セーフティの詳細はP64-65 Equipmentをご覧ください。
※Audi connect の詳細についてはP32-33をご参照ください。※写真は欧州仕様です。日本
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Audi A4｜S4 カタログ掲載内容一部訂正のお知らせ
カタログ掲載の内容について変更がありましたので、以下の通り訂正いたします。なお、Webサイトのカタログの内容は2021年3月9日付で修正・変更して掲載しております。
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。

■ カタログ掲載内容の訂正／P59 掲載のホイールに関して

ックデザイ
ン
ン
アルミホイール
ール 5アームダイナミ
10スポークデザイ
＋225/50R17
7.5J×
17＋225/50 R17タイヤ
●タイヤ
注記を変更いたしました。
［Audi
、35
/ A4 Avant
35 A4
TFSI
/ A4
advanced
Avant 35
TFSI
TDIに標準装備］
advanced、
Avant 45 TFSI quattro advanced、40 TDI quattro
d に標準装備］

アルミホイ
ール 5ダブルアームデザイ
ン
スターデザイ
ン
ール 5Ｖスポーク
×18
タイヤ
ンルック ポリ
ッＪ
シュ
ト
（＋
）
＋245/35R19
タイヤ
7.5
245/45
R18
Audi
Sport
［Audi
に標準装備］
A4 allroad quattro に標準装備］
/ S4 Avant

アルミホイール
アルミホイール 5Ｙスポークデザイ
ン 5アームダイナミックデザイン
×17＋225/50 R17タイヤ
タイヤ
7.5J
8J×18＋245/40 R18
［Audi
、35 TDI advanced、
［Audi A4 / A4 Avant
、3535
、A4 / A4
/ A4
Avant
TFSI
advanced
35 A4
TFSI
S line
TDI
S line
、40 TDI quattro
、40 TDI
に標準装備］
A4 / SA4
Avant
45 TFSI
quattro
Avant 45 TFSI quattro
line
quattro
S lineadvanced
［変更前］
advanced に標準装備］

アルミホイール 10スポーク
ダイナミ
クデザイ
スポーク
ンスターデザイン
アルミホイ
ール ッ
5Ｖ
マッ
トチタ
ンルック ポリ
コントラストグレー 8J×
＋245/40R18
タイヤ
ッシュト
（Audi Sport）
＋245/35 R19タイヤ
18
［Audi
、Audi A4 / A4
[Audi A4 / A4 Avant
35 TFSI
S4 / S4
advanced
Avant に標準装備］
Avant 35 TFSI S line、Audi A4 / A4 Avant 45 TFSI quattro
advanced、Audi A4 / A4 Avant 45 TFSI quattro S lineに
スペシャルオプション]

アルミホイール 5Ｙスポークデザイン
8J×18＋245/40 R18タイヤ
［Audi A4 / A4 Avant 35 TFSI S line、35 TDI S line、A4 / A4
Avant 45 TFSI quattro S line、40 TDI quattro S line に標準装備］

［変更後］

アルミホイール 10スポーク ダイナミックデザイン
コントラストグレー 8J×18＋245/40 R18タイヤ
[Audi A4 / A4 Avant 35 TFSI advanced、35 TDI Advanced、
Audi A4 / A4 Avant 35 TFSI S line、35 TDI S line、Audi A4 /
A4 Avant 40 TDI quattro advanced、Audi A4 / A4 Avant 40
TDI quattro S lineにスペシャルオプション]
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