A3

Audi A3 1st edition
Audi A3 Sportback 30 TFSI advanced | Audi A3 Sedan 30 TFSI advanced

Audi A3 1st edition
TFSI®エンジンとマイルドハイブリッドシステムが叶える高効率な走り。
先進のテクノロジーやアシスタンスシステムなど、多彩な装備を搭載した特別なAudi A3。
プレミアムコンパクトを先駆けるAudi A3が、ダイナミックかつ表現豊かに、スポーティネスを際立たせながらも気品ある佇まいへと一新。
（フロント/リヤ）
を
印象的なエクステリアが魅力のadvancedに、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
はじめとする装備を惜しみなく搭載した限定車がAudi A3 1st editionです。
専用デザインの18インチアルミホイールでスタイルを際立たせ、インテリアには鮮やかなブルーの差し色を施したフロントシートや、
上質なダークアルミニウムスペクトラムのデコラティブパネルなどを採用。またSportbackにはルーフレールもプラス。さらに先進のテクノロジーが詰まった
も搭載することで、機能性にも磨きをかけました。
「ナビゲーションパッケージ」
や、より安全で快適なドライブをサポートする
「コンビニエンス&アシスタンスパッケージ」
（MHEV）
ドライブシステムを組み合わせ、高効率で快適なドライブを実現。
洗練された走りをお愉しみいただくため、1.0ℓ TFSIエンジンに48Vマイルドハイブリッド
走り出しから非常に滑らかで気持ちの良い加速フィールを味わえ、毎日の移動からロングドライブまで、あらゆるシーンで優れた乗り心地を実感できる特別な一台です。

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）
アルミホイール 5スポークVデザイン 8J×18＋225/40R18タイヤ

［装備内容］

［特別装備］

□ コンビニエンス & アシスタンスパッケージ
・ シートヒーター
（フロント）
・ フロントシート電動調整機能
・ ランバーサポート4ウェイ
・ オートマチックトランクリッド*¹

ルーフレール*²

・ アダプティブクルーズアシスト
アダプティブ
クルーズコントロール
アクティブレーンアシスト

□ ナビゲーションパッケージ

□ テクノロジーパッケージ

・ サイドアシスト

・ MMIナビゲーション

・ パークアシスト

・ バーチャルコックピット

・ スマートフォン
インターフェ―ス

・ リヤビューカメラ

・ ワイヤレスチャージング

・ アウディホールドアシスト

・ リヤシートUSB

・ アドバンストキーシステム

＊1 Sedanの場合となります。
＊2 Sportbackの場合となります。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。

■ アルミホイール 5スポークVデザイン
8J×18＋225/40R18タイヤ

■ デコラティブパネル
ダークアルミニウムスペクトラム

■ ルーフレール*²

■ マルチカラーアンビエントライティング

■ スタンダードシート／
デビュークロス
（ブルーアクセント）

■ 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）

■ 3分割可倒式シート
リヤセンターアームレスト付

ナビゲーションパッケージ

スタンダードシート／デビュークロス
（ブルーアクセント）

Audi A3 1st edition
［ Sportback 限定 375台］ 車両本体価格〈消費税込み〉：¥4,530,000
ベースモデル : Audi A3 Sportback 30 TFSI advanced

［ Sedan 限定 125台］

車両本体価格〈消費税込み〉
：¥4,720,000

ベースモデル : Audi A3 Sedan 30 TFSI advanced

［主要諸元］
●型式：3AA-GYDLA*¹/3AA-GYDLA*² ●全長×全幅×全高（mm）
：4,345×1,815×1,450*¹ /4,495×1,815×1,425*² ●総排気量：999cc ●エンジン種類：直列3気筒DOHCインタークーラー付ターボ（1気筒=4バルブ）
●最高出力［ネット］
：81kW（110PS）/5,500rpm ●最大トルク
［ネット］
：200Nm（20.4kgm）/2,000-3,000rpm ●駆動方式：FWD ●トランスミッション：7速Sトロニック ●ハンドル位置：右
●乗車定員：5名 ●燃費*³：WLTCモード
（WLTC モード：17.9km/ℓ、市街地モード：14.9km/ℓ、郊外モード：17.6km/ℓ、高速道路モード：20.0km/ℓ）●冷媒の種類（GWP値）／ 使用量：R-1234yf（1*⁴）／460

Body Colours

アトールブルー メタリック
［Sportback専用色］

パイソンイエロー メタリック
［Sportback専用色］

マンハッタングレー メタリック
［Sedan専用色］

タンゴレッド メタリック

グレイシアホワイト メタリック

ミトスブラック メタリック

［装備内容］
□ コンビニエンス & アシスタンスパッケージ
・ シートヒーター
（フロント）
・ アダプティブクルーズアシスト
アダプティブクルーズコントロール
・ フロントシート電動調整機能
アクティブレーンアシスト
・ ランバーサポート4ウェイ
・ オートマチックトランクリッド*² ・ サイドアシスト
・ パークアシスト
・ アドバンストキーシステム
・ リヤビューカメラ
・ アウディホールドアシスト

□ ナビゲーションパッケージ
・ MMIナビゲーション
・ バーチャルコックピット
□ テクノロジーパッケージ
・ スマートフォンインターフェ―ス
・ ワイヤレスチャージング
・ リヤシートUSB
スマートフォンインターフェース

［特別装備］
Headlight

Wheel & Tire

■ アルミホイール 5スポークVデザイン 8J×18＋225/40R18タイヤ
■ ルーフレール*¹
■ スタンダードシート／デビュークロス
（ブルーアクセント）
■ 3分割可倒式シート リヤセンターアームレスト付
■ デコラティブパネル ダークアルミニウムスペクトラム
■ 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 ダイナミックターンインディケーター（フロント/リヤ）

アルミホイール 5スポークVデザイン
8J×18＋225/40R18タイヤ

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）

＊1 Sportbackの場合となります。
＊2 Sedanの場合となります。
＊3 燃料消費率は国土交通省審査値。定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、使用環境
（気象、渋滞等）
や運転方法
（急発進、エアコン使用等）
に応じて燃料消費率は異なります。
WLTC モード：市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。 市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。
郊外モード：信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。 高速道路モード：高速道路等での走行を想定。
＊4 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 株式会社は2023年までに、エアコンで使用するフロン冷媒の目標GWP*値150以下
（国内向け年間出荷台数の加重平均値）
の達成を目指しています。*GWP
（Global Warming Potential地球温暖化係数）

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

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
●表示の価格は2022年1月現在の車両本体価格（消費税込み）
であり、標準工具一式が含まれていますが、付属品価格、保険料、税金（消費税除く）、登録に伴う諸費用は含まれておりません。
リサイクル料金が別途必要になります。
●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。●写真の背景等は一部合成です。●本仕様・装備・諸元は予告なく変更される場合があります。●このリーフレットの内容は2022年1月現在のものです。
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