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Audi A5

The future’s classic
真の美しさを知るドライバーを魅了し続ける、エレガントな佇まい。Audi の美学が紡ぐ研ぎ澄まされた
ボディラインを纏うAudi A5 が、よりスポーティに磨き上げられたデザインディテールを宿し新たな歴史を歩み始めます。
気品さえ漂わせる姿に搭載するパワートレインには、高回転域まで伸びやかな TFSI® エンジンと
溢れんばかりのトルクを発揮するクリーンディーゼル TDI® エンジンをラインアップ。
さらに、高効率と快適な走行性能を実現する12Vマイルドハイブリッド
（ MHEV ）
ドライブシステム*¹や

4WDシステムquattro®*² が、その走りに落ち着きとしなやかさをもたらします。
もちろん、先進のアシスタンス&セーフティシステムや最新世代のMMIナビゲーションといったテクノロジーも新たに搭載。
時代に左右されない凛とした美しさと新世代の息吹が結晶したAudi A5 が、ドライビングの明日を切り拓きます。
＊1 Audi A5 Sportback 35 TDI advanced、A5 Sportback 35 TDI S line、A5 Sportback / Coupé 40 TDI quattro advanced、

A5 Sportback / Coupé 40 TDI quattro S line、A5 Sportback / Coupé 45 TFSI quattro S lineに標準装備。
＊2 Audi A5 Sportback 35 TDI advanced、A5 Sportback 35 TDI S lineは前輪駆動となります。
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Audi A5 Sportback

Audi A5 Sportback

Sporty and fit
パワードームと新たに施されたスリットが印象的なボンネット。
そして、流れるようなルーフと美しく張り出しやわらかにうねるサイドライン、ボディサイドを貫き陰影を描くシャープなキャラクターライン。

Audi A5 Sportbackは、その一つひとつのラインが調和することで見る者すべてに、機能性とスポーティネスのみならず優美な印象をも与えます。
鍛え抜かれた流麗なフォルムは、佇んでいるだけでダイナミックな印象を纏い、時間を超えた美しさと現代的なデザインの要素が響き合っているかのようです。
より幅広く低く構えるハニカムメッシュのシングルフレームグリルと、大きく立体的なエアインテークを備えたバンパーが堂々とした存在感を主張。
その研ぎ澄まされた造形を目の当たりにした時、あなたはラインの一つひとつ、デザインの隅々に宿された確固たる意志に強い感銘を覚えることでしょう。
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Audi A5 Sportback

Brightly lit
行く先をシャープな眼差しで見つめるマトリクスLED ヘッドライトは、
対向車や先行車を検知すると直接光を照射することを避け、周囲の状況に合わせて
配光を自動調整、クリスタルのようにクリアで均一な光で視認性を確保します。
また、オプションでAudiレーザーライトパッケージを選択すれば、
車速約 70km/h から自動でLED ハイビームを補完。
照射距離がおよそ2 倍に伸びることでドライバーの安全性と利便性を格段に高めます。
ゆったりと弧を描くルーフラインと連続するエレガントなリヤエンドは、存在感のある
テールパイプやリヤディフューザー、流れるような動きとともに明瞭な光を
後続の車両にもたらすLEDリヤダイナミックターンインディケーターにより
スポーティで洗練された印象に。乗降車時に、印象的な光を放つ
カミングホーム / リービングホーム機能も搭載し、その存在感をいっそう輝かせます。
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Audi A5 Sportback

Designed to amaze
and to drive
Audi A5 Sportback / A5 Coupéに新たにラインアップされたadvancedは
快適な乗り心地と高度な運動性能を両立させ、あなたをしっとりと落ち着いたドライブへと誘うことでしょう。
日常からロングドライブ、時にはスポーティなドライビングまでが思うがままに。
ユーティリティとエレガントなスタイルを両立させたSportbackは、ハニカムメッシュのシングルフレームグリルや
一体型サイドスカートといった精緻にデザインされたディテールにより、美しさを研ぎ澄ませながらスポーティな装いを纏っています。
静粛性を高め優雅な質感を湛えるインテリアはさらにラグジュアリーパッケージ* の選択で、
ホールド性の高いスポーツシートと随所に質感を高めたインテリアを愉しむことができます。
パノラマサンルーフ*を選択すれば、優美なフォルムはそのままに心地の良い開放感を手にすることも可能です。
＊ Audi A5 Sportback 35 TDI advanced、A5 Sportback / A5 Coupé 40 TDI quattro advancedにオプション。
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Audi A5 Sportback

Relaxing journey?
Definitely
洗練された伸びやかな空間と、先進のテクノロジーの融合。

Audi A5 のインテリアは、水平基調のデザインで開放感を強調したダッシュボードや、
運転席と助手席を取り囲むラップアラウンドデザインによって、包み込まれるような一体感を演出。
センタークラスターをドライバー側に傾けたドライバーオリエンテッドなコックピットには、最新世代のMMIナビゲーションを採用しています。
もちろん、タッチスクリーン式の10.1 インチ高解像度モニターディスプレイから、
スマートフォン画面のように直感的に多彩な機能をコントロールすることが可能です。
さらに、好みに応じてメーターの大きさを変えてメータークラスター内に情報を表示させるバーチャルコックピットプラスも搭載。
一歩先へと進化したインフォテインメントが、ドライブに必要な情報をシンプルに集約することで、
ドライバーの心に余裕を生み出します。
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Audi A5 Sportback

Audi A5 Sportback advancedのインテリアでは、
洗練されたマテリアルはもちろん、
しっくりと手に馴染む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や、室内を光で彩るマルチカラーアンビエントライティングなど
上質な質感がクラスを超えた空間を生み出します。
オプションのラグジュアリーパッケージ*¹を選択することによって、フロントシートが質感の高いパーシャルレザーの
スポーツシートになる他、アーティフィシャルレザーで仕立てられたセンターコンソールやドアアームレスト、
ブラックグラスルックのコンソールパネルにより品格を磨いた空間に。
ここにピアノブラックのデコラティブパネル*²を組み合わせれば、
エレガントなインテリアにさらなる重厚感がもたらされ、あなたの心を深く満たすことでしょう。
また、Audi A5 Sportbackはリヤの広大な開口部と荷室を備え、荷物の出し入れも容易です。
分割可能なリヤシートを倒すことで、余裕のあるラゲッジ容量を生み出し高いユーティリティを誇ります。
＊1 Audi A5 Sportback 35 TDI advanced、A5 Sportback / A5 Coupé 40 TDI quattro advancedにオプション。
＊2 オプション。
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Audi A5 Sportback 40 TDI quattro advanced ［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。日本仕様は右ハンドルとなります。

写真はラグジュアリーパッケージ／デコラティブパネル ピアノブラック装着車です。 13

Audi A5 Sportback

The best
driving styles? Variety
Audi A5が、あなたをお好みのドライビングへエスコートします。エンジンには、2.0ℓTFSIエンジンと2種類の2.0ℓクリーンディーゼルTDIエンジン
をラインアップ。2.0ℓTFSIエンジンは最高出力183kW
（249PS）
最大トルク370Nmを発揮し、高回転域まで息切れなく伸びやかな走りと高い燃
費性能をもたらします。また、2.0ℓTDIエンジンは最大トルク380Nmを発揮し、低回転域から溢れんばかりのトルクを生み出し力強い走りと卓越し
た燃費効率を両立、quattroモデルには最大トルク400NmのTDIエンジンを搭載しました。

その走りにさらなる効率とドライバビリティをもたらすのが、マイルドハイブリッド
（MHEV）
ドライブシステム*¹です。
ブレーキング時等に回生したエネルギー
を走行に必要な動力として活用し、圧倒的な高効率を実現。約55〜160km/hの間でアクセルを緩めると、エンジンを停止したコースティング走行とな
り燃料消費を低減します。
*² また、停止から発進に移る際には、ベルト駆動式オルタネータースターターとエンジンをつなぐことで、走り出しがよりスムー
ズに。
ここに、瞬速のシフトチェンジを可能にする7速Sトロニックトランスミッションを組み合わせ、高効率で快適な走行に磨きをかけています。

さらに状況に応じてAWDクラッチにより前後アクスルへ、
トルクを配分する新しい4WDシステムquattro*³を採用しています。高速道路など定速
での直進走行時に、4WDが不要な状況と判断した場合はプロペラシャフトを切り離しFWDにすることで燃費の向上を図り、オフロードや急な坂道、
スリップしやすい状況などでは4WDに切り替えます。卓越したトラクションと優れた推進力で、思いのままの走りが愉しめます。
＊1 Audi A5 Sportback 35 TDI advanced、A5 Sportback 35 TDI S line、A5 Sportback / Coupé 40 TDI quattro advanced、A5 Sportback / Coupé 40 TDI quattro S line、

A5 Sportback / Coupé 45 TFSI quattro S lineに標準装備。
＊2 Audi A5 Sportback 35 TDI advanced、A5 Sportback 35 TDI S lineではコースティング中のエンジンオフ機能は作動しません。
＊3 Audi S5 Sportback / S5 Coupé にはフルタイム4WDのquattroを採用しています。
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Audi A5 Coupé

Audi A5 Coupé

Attention?
It’s on the road
時を超えて愛される形とは何か。その答えは、Audi A5 Coupé が体現しています。
繊細に流れるルーフラインと曲線を描くショルダーラインは、まるでその線が最もエレガントであることを確信しているかのように強くしなやかです。
また、くっきりと張り出したフロントとリヤのホイールアーチは、スポーティである以前にあなたの美的感覚をくすぐる存在感を放ちます。
細部に目をやれば、堂々たるフロントのエアインテークや、陰影を生む彫りの深いキャラクターラインが、
その造形に味わい深さと道を走るものとしての確固たる意志を滲ませていることに気が付くはずです。
奇をてらうことなく端正に磨き上げた、時代や流行に左右されないエレガンスを、いま、あなたへ。
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Audi A5 Coupé

Nice view
from inside and out
エレガントなシルエットと、スポーティなデザインエレメントの調和。堂々たる存在感を放つハニカムメッシュの
シングルフレームグリルやスポーティな印象を際立たせるボンネットスリット、
ボディ一体型のサイドスカートは美しいプロポーションによく映え、内に秘めた走りへの欲求を滲ませます。
また、シャープな眼差しのマトリクスLED ヘッドライトや LEDリヤダイナミックターンインディケーターといった先進の
ライティングテクノロジーを採用。Audiレーザーライトパッケージ*を選べば、ハイビームのユニットが従来の横 1 列から横 2 列に。
その表情をより引き締める他、車速約 70km/h からLED ハイビームを補完することで、
照射距離がおよそ2 倍に伸びドライバーの安全性と利便性を格段に向上。デザインはもちろんその実力さえも
つぶさに磨き上げられていることを雄弁に物語ります。さらにS line では、逞しい表情を演出するエアインレットや
躍動的な S line 専用バンパー、チタンブラックのハニカムメッシュシングルフレームグリルや

5ダブルスポークデザインの18 インチアルミホイールを採用。
スポーティなデザインエレメントが、その流麗なプロポーションを際立たせます。
＊オプション
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Audi A5 Coupé

Compromises?
Not necessary
凛とした気品さえ漂わせる美しい空間を、よりスポーティに磨き上げるS line のインテリア。
ドライブへの意欲を掻き立てる
「 S 」のロゴが刻印された、ダイナミカ/レザー仕立ての
スポーツシートは、ダイナミックなドライブでもドライバーとパッセンジャーをしっかりとサポート。
センターコンソールパネルとダッシュボードの一部に配された、シックな光沢を放つ
ブラックグラスルックコンソールパネルとマットブラッシュトアルミニウムのデコラティブパネルが
美しい質感の対比を生み出します。その機能性のみならず、スポーティに仕立てられた空間に
身を委ねることで、きっとあなたの胸は心地よい高揚感で満たされていくはずです。
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Audi A5 Coupé

Intuition?
And everything
in focus
よりスマートに進化を果たしたAudi A5 のインテリジェントなコックピットには、
最新世代のMMIナビゲーションを採用。タッチスクリーン式の10.1 インチ高解像度モニターディスプレイで、
多彩なインフォテインメントや便利な機能をスマートフォン画面のように直感的にコントロールできる他、
ナビゲーションマップの縮尺変更や手書き入力にも対応しています。
さらに、高解像度モニターでスピードメーター、タコメーターの大きさを変えられるバーチャルコックピットプラスが、
ドライバーの目前に必要な情報を映し出すことで視線の移動を最小限に抑えることが可能です。
さらに、スマートフォンインターフェースを利用すれば USB ケーブルを介してナビゲーション、メッセージ、
電話、音楽などスマートフォン内の特定のアプリをMMIタッチディスプレイに表示し、
スマートフォンに触れずに操作することも可能。簡単な操作で自在なオペレーションをサポートします。
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Audi A5 Coupé

Black Audi rings & Black Styling Package
S line のキャラクターラインが生み出す陰影と呼応し、エクステリア全体の印象を深めるのがブラックAudi rings&ブラックスタイリングパッケージ* です。
シングルフレームグリルやエクステリアミラーハウジング、エアインレットといった、見る者の目を引きつけるエレメントをブラックで統一。
これにより、さらなるコントラストを生み出し、風格を漂わせます。さらに、マルチスポークデザインコントラストグレーの19 インチアルミホイール *は、
シャープなデザインでありながらも存在感を演出。アグレッシブに道を切り拓いていく姿をイメージさせます。
＊ オプション
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Audi A5 Coupé

見た瞬間にあなたの心を奪う、Audi A5 の磨き抜かれたスポーティネスとエレガンス。
それは、新たなドライビング体験のほんの序章にすぎません。
シートに身を委ね、機能の一つひとつをコントロールし、アクセルを踏み込み、コーナーをひとつ曲がる。
その一瞬一瞬に、上質なものに触れる愉悦と走る愉しさが、あなたの心をより深く満たしていくことでしょう。

Audi A5は、時代を経ても色あせない輝きをその全身に纏って、オンロードへ解き放たれる瞬間を待ちわびています。
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Audi S5

Sport? It starts on the road
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Audi S5 Sportback

Powerful and attractive

Audi S5 Sportback

息をのむような美しいプロポーションに宿した、想像を遥かに超えるパフォーマンス。
目をくぎ付けにするスタイルとともに、胸を高鳴らせる機能美をも磨き抜いた一台こそAudi S5 Sportback です。
その原動力である3.0ℓV 型 6 気筒 TFSI エンジンは、260kW（ 354PS ）、最大トルク500Nm（ 51.0kgm ）を発生。
ここに、Audi が誇る4WDシステムquattroと瞬時にギアチェンジを完了する8 速ティプトロニックを
組み合わせることで、パフォーマンスと効率はさらに鋭く研ぎ澄まされます。

4WDシステムquattroは、セルフロッキングセンターディファレンシャルを介してフロントとリヤに的確にトルクを配分。
通常時には、前 40：後 60 の配分で路面に吸い付くような走行安定性を実現します。
また、路面状況に応じて、トルク配分を前 70：後 30 から前 15：後 85 の間でダイナミックに可変制御することで、
卓越したトラクションと優れた推進力をもたらしました。
心躍る美しさと機能美から醸し出される唯一無二の魅力とパフォーマンス。かつてないドライビングがここから始まります。
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Audi S5 Sportback

What makes
the big picture?
Every detail
流麗なプロポーションに滲みだす、卓越した走りの実力。
アルミニウムルックインサートを備えシャープな印象を与えるハニカムメッシュのシングルフレームグリルや
エアインレット、4 本出しのテールパイプやミラーハウジング、迫力ある専用デザインの前後バンパーが
精悍なフォルムに秘められた性能を表します。また、5アームダイナミックデザインの

19 インチアルミホイールが逞しく鍛えられた足元を演出。
押さえきれないほどのパフォーマンスへの自信が、その造形に漲っています。
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Audi S5 Coupé

Audi S5 Coupé

Sporty elegance
Audi S5 Coupéは、幾度もドライバーを驚愕させる。
車としての至高の美しさを追求したそのプロポーションで。そして、しなやかでありながらも圧倒的な走行性能で。
最高出力 260kW（ 354PS ）、最大トルク500Nm（ 51.0kgm ）を発生する3.0ℓV 型 6 気筒 TFSI エンジンが生み出すパワーを自在に操り、
思いのままのドライビングをお愉しみいただけるよう、減衰力を制御するダンピングコントロールSスポーツサスペンションや、
ロードホールディング力を高めるリヤスポーツディファレンシャル*を搭載。
この一台は、エレガントなその姿と秘めた力で、どこまでも先へとあなたを導いていきます。
＊ オプション
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Audi S5 Coupé ［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。 35

Audi S5 Coupé

美しい造形と、卓越した走り。その理想を追い求めて生まれた、

Audi S5 Coupéはそのボディの中に圧倒的なパフォーマンスを秘めています。
その表情では、アルミルックインサートを備えたハニカムメッシュのシングルフレームグリルやエアインレットが
その流れるような美しいフォルムにアクセントを与えています。また、マットアルミニウムルックの
エクステリアミラーハウジング、19 インチの専用ホイールなど、大胆かつ繊細に計算された

S モデルならではのディテールがその鮮麗なドライビングを想起させます。

36

Audi S5 Coupé ［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。 37

Audi S5 Coupé

What it wants?
To want
for nothing
卓越したパワーを自在にコントロールできるよう、精密に仕立てられたAudi S5のコックピット。
鮮明な高解像度ディスプレイに必要な情報を集約するバーチャルコックピットプラスはスポーツ、
ダイナミック、Sパフォーマンスの3種類のモードから選択可能。

Sモデル専用デザインのSパフォーマンスモードではタコメーターを中央に配置することができます。
また高解像度10.1インチカラーディスプレイを搭載した最新世代のMMIナビゲーションが、
必要な情報があるべき場所にレイアウトされたドライバーオリエンテッドな空間を実現。さらにブラックを
基調にした洗練されたインテリアは、コーナリング時にも身体をしっかりとホールドするSスポーツシートを
ダイヤモンドステッチングが施されたダイナミカ/ レザーで仕立てた他、
シャープな印象のカーボンアトラスのデコラティブパネルなどによりスポーティさと質感を高めます。
機能美と空間美が共鳴するコックピットは、ハンドルを握るあなたの胸を高鳴らせます。
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Audi S5 Coupé［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。写真はレザーパッケージ装着車です。 39
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Audi connect
コミュニケーション
Audi connect Navigator
24 時間 365 日、専任オペレーターを介しての施設検索を
承ります。またガソリンスタンドや駐車場などの位置情報検索
がご利用いただけます。専任オペレーターによる施設検索な
どの情報はMMIの画面に転送・表示され、そのまま目的地と
して設定することができます。

Wi-Fiスポット
モバイル機器をインターネットに接続します。

インフォテインメント

モビリティ & ナビゲーション

を使用し、指定した地域のグルメ
Point of Interest検索（POI）

ガソリンスタンド情報*¹
ガソリンスタンドを探します。
可能な場合は料金情報も提供します。

やショッピング、
レジャーなどさまざまなジャンルのスポット情報
を検索し、目的地に設定できます。

※ 価格データは実際のものと異なる場合があるため、必ず店頭価格を
ご確認ください。

オンライン施設検索

オンライン交通情報
それぞれの道路の交通情報をカラー表示することで、動的経路
誘導をサポート。例えば国道や地方道路など、広い範囲での
道路網をカバーしながら、渋滞の発生と解消について、より迅速
で正確な情報をお届けします。

衛星地図のマッピングサービス
高解像度の航空画像、衛星画像などを見ることができます。

駐車場情報*¹
駐車場（立体駐車場を含む）を探すお手伝いをします。駐車
料金のほか、可能な場合は駐車スペースの空き情報なども
提供します。

my Audi / Google Maps™から目的地登録*²
お使いのPCやスマートフォンから手軽にナビの目的地の設定
をすることができます。myAudiとGoogle Maps™、または
myAudiアプリを使ってナビの目的地をクルマに送信します。

※価格データは実際のものと異なる場合があるため、必ず店頭価格を
ご確認ください。

天気
天気予報を確認することができます。

※満空情報はデータをダウンロードした時点でのものであり、到着し
た時点での状態を保証するものではありません。
※ご案内した駐車場において、車両サイズに制限があり、駐車できない
場合もございます。

オンラインニュース
最新の出来事についてテキストで表示します。

カレンダー
（予定表）
*²
myAudiアプリのカレンダーサービスにより、スマートフォ
ンがWi-Fiでクルマに接続されていれば、お使いのスマー
トフォンのカレンダーにいつでも便利にアクセスして、スケ
ジュールをMMI で手軽に見ることができます。カレンダー
に目的地の住所や地点名称が設定されていれば、そのまま
ナビゲーションすることも可能です。

＊1 ナビゲーションの目的地検索から表示できます。＊2 事前にmyAudiへの登録が必要となります。

MMIナビゲーション
デジタル時代にふさわしい新しいユーザーインターフェースであるMMIナビゲーション。

セーフティ & サービス

ボタンやスイッチに代わり、フラットな高解像度モニターで車両のセッティングやイン
フォテインメントを直感的に操作することが可能に。手書き文字入力など直感的な操作
を実現する高解像度10.1インチのタッチパネルを採用したナビゲーションシステムは、
画面に触れることでナビゲーションマップの縮尺の変更も可能。
またドラッグ操作により、

Audi SOS コール
万一の事故の際に、車両から手動または状況により自動的に
緊急のSOSコールを発信。事故現場の正確な位置データおよび
車両状態のデータがAudiSOSコールセンターに送信され、
コールセンターアドバイザーが迅速・的確にサポートします。

ホーム画面のアイコンを自分の好みに並び替えることができます。
Audiオンラインロードサイドアシスタンス

Audi connect
Audi connectの各種サービスが、あなたのAudiと世界をネットワークでリアルタイムに
つなぎます。たとえば、お望みの目的地の検索や、最新ニュース、天気予報のチェックが

万一の故障や事故の場合には、車両から手動でルーフモジュール
内のサービスコールボタンを使ってオンラインロードサイドアシス
タンスコールセンターと通話しつつ、正確な車両位置および
車両状態のデータを送信できます。送られたデータをもとに
問題点の特定が可能で、状況に合わせてレッカーサービスなど
お客様のニーズに合う最適な対応方法をアドバイスします。

可能。さらに、Wi-Fiホットスポットとしても機能するので、ノートパソコンやタブレットなど
のモバイル機器を接続していただけます。簡単で便利で直感的。それがAudi connect
です。また24時間365日、専任オペレーターを介しての施設検索が可能なAudi connect

Navigatorを利用できます。

Audiメンテナンスリクエスト*
車両のDISにサービス インターバル ディスプレイが表示され
る約14日前に診断データをAudiディーラーへ送信。そのデータ
を元に、お客様へサービス入庫予約のご連絡をいたします。

myCarManager 「マイカーマネージャー」*

＊ 事前にmyAudiへの登録が必要となります。

車両ステータスレポート
スマートフォンから車両の走行距離、
ドアの施錠、窓の開閉
状況、ガソリン残量などを確認できます。

リモートロック・アンロック
スマートフォンのmyAudiアプリを使ってクルマの施錠・解錠
が行えます。

カーファインダー
スマートフォンのmyAudiアプリの地図上に、駐車した車両の
位置を表示し、どこに駐車したかを確認できます。

myAudi
ご自身のアカウントをお作りいただくことでmyAudiの利用が可能です。初回登録後はAudi connectがサポートする様々なサービスをお選び
いただくことで、ご自宅に居ながらサービスの管理設定を行うことが可能です。また、走行中もスマートフォン
（Android8.0以上、もしくは
にダウンロードしたmyAudiアプリから、これらのサービスをご利用いただくことが可能です。セキュリティはパスワードによって厳
iOS13.1以上）
重に守られています。
myAudi（https://my.audi.com/）

＊ 事前にmyAudiへの登録が必要となります。

42 ※写真は欧州仕様です。

※GoogleおよびGoogleロゴは、Google LLCの商標です。※詳しくはAudi正規ディーラーまでお問い合わせください。
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マイルドハイブリッド
（MHEV）*1

7速Sトロニック*

（MHEV）
ドライブシステムは、ハイブリッド機能を従来のエンジンに組み合わせることで高効率、
12Vマイルドハイブリッド

軽量構造と効率性向上を実現する7速ギアを備えたデュアルクラッチトランスミッション。2枚のクラッチを採用し常

かつ余裕のある加速感で快適なドライビングを可能にします。ベルト駆動式オルタネータースターター
（BAS）
と、新たに追

にどちらかのクラッチがスタンバイすることにより、推進力の途切れを感じさせることなく、瞬く間にギアを切り替えられ

加された12Vリチウムイオンのセカンドバッテリーが、ブレーキング時の高いエネルギー回生を可能にしています。走行中にシ

ます。またデュアルマスフライホイールにより、
トランスミッションは低速度域においても効率的で快適なドライビング

ステムに必要な動力を蓄電された電力が補うことで約55〜160km/hの間でコースティング
（惰性走行）中はエンジンを

体験を約束します。

止めて走行することもでき、燃料消費とCO²排出量低減を実現します。
*² BASと燃焼エンジンをつなぐことで、エンジンス

＊ Audi A5 Sportback / A5 Coupéに標準装備。

タートは振動が少なくスムーズで快適、またスタート/ストップ機能は約25km/h以下で利用できるため高効率です。
＊1 Audi A5 Sportback 35 TDI advanced、A5 Sportback 35 TDI S line、A5 Sportback / Coupé 40 TDI quattro advanced、A5 Sportback / Coupé 40
TDI quattro S line、A5 Sportback / Coupé 45 TFSI quattro S lineに標準装備。
＊2 Audi A5 Sportback 35 TDI advanced、A5 Sportback 35 TDI S lineではコースティング中のエンジンオフ機能は作動しません。

8速ティプトロニック*
素早くスムーズな変速と効率性、レスポンスに優れたトランスミッションです。8速ギアを採用することで、様々なシー

quattro®
quattro搭載*モデルでは、AWDクラッチを使用する高効率な4WDシステムで前後アクスルへトルクを最適に配分し、

ンでエンジンはほぼ理想的な回転数を維持。ローギアは優れた加速を、ハイギアはエンジン回転数を抑えた静か
で低燃費な走りを可能にします。
＊ Audi S5 Sportback / S5 Coupéに標準装備。

高効率と滑らかな加速性能、走行安定性を高いレベルで実現します。
この新たに採用されたquattroシステムは、高速道路
など定速での直進走行時に、4WDが不要な状況と判断した場合はプロペラシャフトを切り離しFWDにすることで燃費
の向上を図り、オフロードや急な坂道、スリップしやすい状況などでは4WDに自動で駆動モードを切り替えます。システム

ダンピングコントロール スポーツサスペンション*

が、これら全てを予測的に制御し、
ドライバーに切り替えを意識させることはありません。

時にはハードな走り、時には快適でリラックスした走りを。アウディドライブセレクトを介して、コンフォートとダイナミック

＊Audi A5 Sportback / A5 Coupé 45 TFSI quattro S line、Audi A5 Sportback / A5 Coupé 40 TDI quattro advanced、Audi A5 Sportback / A5 Coupé
40 TDI quattro S lineに標準装備。Audi S5 Sportback / S5 Coupé にはフルタイム4WDのquattroを採用しています。

の2種類のダンピング特性が選べます。
＊ Audi A5 Sportback / A5 Coupé 40 TDI quattro advanced、A5 Sportback / A5 Coupé 40 TDI quattro S line、A5 Sportback / A5 Coupé 45 TFSI
quattro S lineにオプション。
Audi S5 Sportback / S5 CoupéにはダンピングコントロールSスポーツサスペンションとして標準装備。

TFSI®エンジン*
Audi TFSIエンジンは高圧縮比を実現。優れた効率性と卓越したパフォーマンスを両立します。排気量を拡大する代わり
にターボチャージャーを搭載するダウンサイジングのコンセプトにより、大幅にエンジンサイズと重量を抑えることが可能と
なりました。スタートから驚くほどパワフルでダイナミックなパフォーマンスを発揮します。
＊ Audi A5 Sportback / A5 Coupé 45 TFSI quattro S line、S5 Sportback / S5 Coupéに標準装備。

リヤスポーツディファレンシャル*
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
意のままのドライビングダイナミクスを実現します。

TDI®エンジン*

＊ Audi S5 Sportback / S5 Coupéにオプション。

TDIは、ターボチャージャーにコモンレール式燃料噴射システムを搭載し、さらに最先端の排気ガス浄化システムを
組み合わせたAudiが誇る新世代クリーンディーゼルエンジンです。ターボチャージャーを搭載したTDIエンジンは低回
転域から力強いトルクを発揮。さらに低回転域のまま高速走行を可能とするため長い航続距離を実現します。また非
常に効率的な燃焼により燃料消費を抑え、優れた燃費を達成。力強いトルクフルな動力性能と卓越した燃費効率と
静粛性、経済性を同時に兼ね備えます。

ドライブセレクト
ボタンひとつで走行特性を状況や好みに合わせて切り替えることが可能です。スポーティ、快適性、優れたバランス、
効率を高める機能、さらにはあなたのニーズでカスタマイズ可能など、自由自在に設定をお選びいただけます。

＊ Audi A5 Sportback 35 TDI advanced、A5 Sportback 35 TDI S line、A5 Sportback / A5 Coupé 40 TDI quattro advanced、A5 Sportback / A5
Coupé 40 TDI quattro S lineに標準装備。
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マトリクス LED ヘッドライト/レーザーハイビーム
マトリクスLED ヘッドライトは状況に合わせて配光を可変制御。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。LEDライトの流れるような動きで非常に視認性の高
いダイナミックターンインディケーターを搭載。アウディレーザーライト*は車速約 70km/h
からLED ハイビームを補完し、照射距離がおよそ2 倍に伸びることでドライバーに格段の安
全性と利便性を高めます。
＊ Audiレーザーライトパッケージとしてセットオプション。

LEDリヤダイナミックターンインディケーター
LED がミリ秒単位で次々と光り、流れるような動きとともに明瞭な光を後続の車両にもたら
すLEDリヤダイナミックターンインディケーターを搭載。

マルチカラーアンビエントライティング
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
自分好みのライティングで彩ることができます。

46 Audi A5 Sportback 40 TDI quattro advanced ［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。日本仕様は右ハンドルとなります。写真はラグジュアリーパッケージ／デコラティブパネル ピアノブラック装着車です。
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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 *

バーチャルコックピットプラス
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

フロントセンターコンソール近くに携帯電話を置くと、ワイヤレスで充電できるスマートフォン

ン付きステアリングホイールからダイレクトに行えます。またVIEWボタンを押すことでメー

ワイヤレスチャージングを装 備。また、リヤシートにも充 電 用の USB ポートを備えました。

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

ドライバーにもパッセンジャーにも、よりスマートで使い勝手の良い室内空間を演出する機能です。

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。

＊ Audi A5 Sportback / A5 Coupé、S5 Sportback / S5 Coupéにコンフォートパッケージとしてセットオプション。
※一部機種により利用できない場合があります。

Bang & Olufsen 3D アドバンストサウンドシステム*
美しい音響とデザインで世界的人気を誇るBang & Olufsen 。卓越した音響成分の解

スマートフォンインターフェース
USB ケーブ ルを介して、お手 持ちの iOS または Android 搭 載 のスマートフォンを接 続
可能。スマートフォン内のコンテンツ（ MAP 、メッセージ、電話、音楽等）や特定のアプリを

MMIディスプレイに表示し、スマートフォンに触れずに操作することができます。
※ 表示されるコンテンツ、アプリについてはApple Inc.またはGoogle LLCに指定されたもののみ表示可能となります。
※ Apple、CarPlayおよびその他のマークはApple Inc.の商標です。
※ Google、Android Autoおよびその他のマークは、Google LLCの商標です。
※ 対応OSバージョンはiOS 7.1.2以上（iPhone5以上）、Android 5.0以上になります。

析と再 現 力でハイクオリティな 3D サラウンドサウンドを実 現しています。3Dツィーターと
中音域用ラウドスピーカー、センタースピーカー、サブウーファーを含む19 個のラウドスピー
カー。そしてトータル出力 755W の16 チャンネルパワーアンプによって、上質な 3D サウン
ドが響き渡ります。Aピラーに設置されたラウドスピーカーや中音域用ラウドスピーカー、そ
してフラウンホーファー技術によるSymphoria 、すべてのスピーカーを駆使して、車内に
立 体 的 な音 響 空 間を構 築。かつてない感 銘 深い 3D サラウンドサウンドを体 験できます。

Symphoriaは空間的な 3 次元感覚を再現し、自然な音には欠かせない音像の幅や奥行
き、高さを与えます。物理的な限界など存在しないかのように大きく広く感じられる音場で、
純粋な音が紡ぎだす音楽をお愉しみください。車速感応式音量調節機能も装備しています。
＊ オプション
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Drive Assistance & Safety

Background
assist systems
あなたのドライビングに、さらなる安心をもたらすために。

Audi A5には Audi 最先端のドライバーアシスタンス&セーフティを搭載しています。
数々のレーダー、センサー、カメラにより、あらゆる走行状況を認識し、高速道路での走行や渋滞時、駐車時などをアシスト。
車間の維持やレーンからのはみ出し防止や狭い路地での安全な操作を支えます。
高精度の予防安全システムや衝突被害軽減システムなどで万一の事故に備え、
ドライブの安全と快適をサポートします。

50
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Drive Assistance & Safety

アウディアクティブレーンアシスト

Drive Assist

高速道路などで走行速度が約65km/h 〜250km/hまでの間、車両が走行レーンを越えないようド
ライバーをアシストします。認識した車線内での走行を維持するため、穏やかにステアリングを自
動補正。モニタリングを継続して行うか、車線変更の直前（ステアリング操作の直前、あるいは直

高速道路での渋滞、街中の右折、車線変更時の死角も。
あなたのドライブをより繊細に、より高度にサポートする機能を
搭載しました。

後）
に行うかはドライバーが選択できます。ハイビームアシストを含むステアリングホイールの振
動機能も追加で設定可能です。

ターンアシスト
右折時のドライバーの死角も、レーダーがしっかり監視。大型トラックの背後の小型対向車も
感知します。

アウディアクティブレーンアシスト

※約2 〜10km/hでの走行中に限ります。

エグジットワーニング
停車時に後方から近付いてくるクルマや自転車を感知。
ドアを開ける際には、
ドアのストリップ
ライトとアウディサイドアシストによるドアミラーの警告灯が点灯します。

アウディサイドアシスト
追い抜かれる際の死角を監視。車線変更時の危険をドライバーに警告します。
※約15 〜250km/hでの走行中に限ります。

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。

ターンアシスト

リヤビューカメラ
MMIディスプレイに車両後方の映像と画像を映し出し、駐車操作をサポート。

サラウンドビューカメラ*
を瞬時に捉え、様々な角度からの映
4 台の広角サラウンドビューカメラが、車両の全周囲 360 °
像を映し出すことで駐車時の操作がより簡単になります。

アダプティブクルーズコントロール

＊コンフォートパッケージとしてセットオプション。

高速道路などで0km/h 〜約 250km/h で走行中、前方車両との車間距離を
自動的に調整。システムがブレーキやアクセルをコントロールし、設定された車間

パークアシスト*

距離を一定に保ちます。また可変スピードリミッター機能で最高速度を設定すれば
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その速 度をキープ 。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

駐車のステアリング操作をシステムが自動制御します。適切な駐車位置をセンサーが感知。

制御します。

＊コンフォートパッケージとしてセットオプション。

エグジットワーニング

※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運転支援機能であり、
その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。
53
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。
各機能の詳細はP72-P74をご参照ください。
※写真はイメージです。

Drive Assistance & Safety

アウディプレセンスベーシック

Safety

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。

より安全なドライビングへ向けての大いなる進化。
Audi最先端の予防安全システムを搭載しました。

アウディプレセンスリヤ
リヤバンパーに装備したレーダーセンサーが後方から接近するクルマや自転車などを監視。万一の
追突の衝撃を低減させるように備えます。フロントのシートベルトを自動的に巻き上げて、乗員の
注意を喚起。同時にウインドウやパノラマサンルーフ
（オプション）
も閉まり、ハザードランプが点滅、
周囲のクルマに注意を促します。

アウディプレセンスベーシック

アウディプレセンスシティ
周囲のクルマや歩行者を感知。衝突の危険がある場合は警告し、緊急時には自動
でブレーキを作動させ衝突被害を軽減するようアシストします。約10 〜 85km/hで
の車速で歩行者や自転車を、約250km/h以下の車速で他の車両を検知します。
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アウディプレセンスリヤ

※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運転支援機能であり、
その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。
55
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。
各機能の詳細はP72-P74をご参照ください。
※写真はイメージです。

Model Lineup

Audi A5 Sportback 35 TDI advanced
Audi A5 Sportback 40 TDI quattro advanced

主要標準装備

エレガンスかつコンフォート、
スポーティな性能とデザインを最高のバランスで融合。

太文字はadvancedにのみ標準仕様となる装備です。

Exterior

Interior

Assistance & Safety

・マトリクス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
・エクステリアミラー 電動調整&格納機能
自動防眩機能 メモリー機能 ヒーター
・アルミホイール 5VスポークYデザイン
8.5J×18＋245/40 R18タイヤ
・オートマチックテールゲート

・スタンダードシート／インデックスクロス
・シート電動調整機能（フロント）
メモリー機能（ドライバーサイド）
・ランバーサポート4ウェイ（フロント）
・シートヒーター（フロント）
・ストレージパッケージ
・デコラティブパネル アルミニウムエリプス
・コンソールパネル マットブラック
・ドアシルトリム アルミニウム
・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
・8スピーカー
・標準ヘッドライニング
・3ゾーンオートマチックエアコンディショナー
・マルチカラーアンビエントライティング

・アダプティブクルーズコントロール
・アウディアクティブレーンアシスト
・アウディサイドアシスト
・アウディパーキングシステム
・アウディホールドアシスト
・アウディプレセンス シティ
・アウディプレセンスリヤ
・リヤビューカメラ
・エアバッグ
・サイドエアバッグ（フロント）サイドガード
（フロント/リヤ ヘッドエアバッグ）
・アドバンストキーシステム

Performance
・スタンダードサスペンション
・12Vマイルドハイブリッドシステム
・アウディドライブセレクト

スタンダードシート／インデックスクロス

Technology
・MMI ナビゲーション
・スマートフォンインターフェース
・Audi connect
・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

主要オプション装備

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advancedにのみ設定可能な装備です。

Audi A5 Sportback 35 TDI advanced*¹

■ Audiレーザーライトパッケージ
・ マトリクスLEDヘッドライト/レーザーハイビーム
・ ヘッドライトウォッシャー

主要諸元

Audi A5 Sportback
35 TDI advanced

Audi A5 Sportback
40 TDI quattro advanced

全 長×全 幅×全 高

4,755×1,845×1,390mm

全長×全幅×全高

4,755×1,845×1,390mm

ホイールベース

2,825（mm）

ホイールベース

2,825（mm）

総排気量

1,968（cc）

総排気量

1,968（cc）

最 高 出 力［ネット］

120kW（163PS）/3,250-4,200rpm

最高出力［ネット］

140kW（190PS）/3,800-4,200rpm

最 大トルク［ネット］

380Nm（38.7kgm）/1,500-2,750rpm

最大トルク［ネット］

400Nm（40.8kgm）/1,750-3,000rpm

駆動方式

FWD

駆動方式

quattro（4WD）

56 ＊1 Audi A5 Sportback 40 TDI quattro advancedにはフロントとリヤ、インテリアにquattroのバッジが装着されます。

■ コンフォートパッケージ
・ パークアシスト
・ サラウンドビューカメラ
・ 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
・ シートヒーター（フロント/リヤ）
・ ステアリングヒーター

■ ラグジュアリー パッケージ
・ パーシャルレザー
・ アーティフィシャルインテリアレザー
（ドアアームレスト/センターコンソール）
・ スポーツシート（フロント）
・ ブラックグラスルックコンソール

スペシャルオプション
■ パノラマサンルーフ
■ プライバシーガラス
■ アルミホイール マルチスポーク
デザインコントラストグレー 8.5J×19

太文字はadvancedにのみ設定可能な装備です。
■ ダンピングコントロールスポーツ
サスペンション*²

■ 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
■ デコラティブパネル ピアノブラック
（ Audi exclusive)
■ ヘッドアップディスプレイ
■ Bang & Olufsen 3D
アドバンストサウンドシステム
■ TVチューナー

■ ブラックAudi rings &ブラックスタイリングパッケージ (Audi exclusive)
・ ブラックAudi rings
・ ブラックスタイリングパッケージ
・ エクステリアミラーハウジング グロスブラック
（ボディカラーミトスブラックメタリック選択時はボディ同色になります）
■ アルミホイール5アームカッターデザイン アンスラサイトブラックポリッシュト
8.5J×19 (Audi Sport)＋255/35 R19タイヤ

＊2 Audi A5 Sportback 40 TDI quattro advancedにオプション。
※掲載の装備内容は一部抜粋となります。詳しくはP70-75 Equipmentをご覧ください。※Audi connectの詳細については、P42-43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。※写真はイメージです。 57

Model Lineup

Audi A5 Sportback 35 TDI S line
Audi A5 Sportback 40 TDI quattro S line
Audi A5 Sportback 45 TFSI quattro S line

主要標準装備

スポーティな Sportback が、
エキサイティングなデザインを纏って進化。

Exterior

Interior

Assistance & Safety

・マトリクス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
・エクステリアミラー 電動調整&格納機能
自動防眩機能 メモリー機能 ヒーター
・アルミホイール 5ダブルスポークデザイン
8.5J×18＋245/40 R18タイヤ
・オートマチックテールゲート

・スポーツシート（フロント）／ダイナミカ/レザー
・シート電動調整機能（フロント）
メモリー機能（ドライバーサイド）
・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）
・ランバーサポート4ウェイ（フロント）
・シートヒーター（フロント）
・ストレージパッケージ
・デコラティブパネル マットブラッシュトアルミニウム
・コンソールパネル ブラックグラスルック
・ドアシルトリム S/S lineロゴ
・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
・8スピーカー
・ヘッドライニング ブラック
・3ゾーンオートマチックエアコンディショナー
・マルチカラーアンビエントライティング

・アダプティブクルーズコントロール
・アウディアクティブレーンアシスト
・アウディサイドアシスト
・アウディパーキングシステム
・アウディホールドアシスト
・アウディプレセンス シティ
・アウディプレセンスリヤ
・リヤビューカメラ
・エアバッグ
・サイドエアバッグ（フロント）サイドガード
（フロント/リヤ ヘッドエアバッグ）
・アドバンストキーシステム

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
・アウディドライブセレクト

Audi A5 Sportback 35 TDI S line*¹

Audi A5 Sportback
35 TDI S line

Audi A5 Sportback
40 TDI quattro S line

Audi A5 Sportback
45 TFSI quattro S line

全 長×全 幅×全 高

4,765×1,845×1,390mm

4,765×1,845×1,390mm

4,765×1,845×1,390mm

ホイールベース

2,825（mm）

2,825（mm）

2,825（mm）

総排気量

1,968（cc）

1,968（cc）

1,984（cc）

最 高 出 力［ネット］

120kW（163PS）/3,250-4,200rpm

140kW（190PS）/3,800-4,200rpm

183kW（249PS）/5,000-6,000rpm

最 大トルク［ネット］

380Nm（38.7kgm）/1,500-2,750rpm

400Nm（40.8kgm）/1,750-3,000rpm

370Nm（37.7kgm）/1,600-4,500rpm

駆動方式

FWD

quattro（4WD）

quattro（4WD）

主要諸元

58 ＊1 Audi A5 Sportback 40 TDI quattro S line 、45 TFSI quattro S lineにはフロントとリヤ、インテリアにquattroのバッジが装着されます。

太文字はS lineにのみ標準仕様となる装備です。

スポーツシート（フロント）／ダイナミカ/レザー

Technology
・MMI ナビゲーション
・スマートフォンインターフェース
・Audi connect
・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

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

主要オプション装備
■ Audiレーザーライトパッケージ
・ マトリクスLEDヘッドライト/レーザーハイビーム
・ ヘッドライトウォッシャー

■ コンフォートパッケージ
・ パークアシスト
・ サラウンドビューカメラ
・ 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
・ シートヒーター（フロント/リヤ）
・ ステアリングヒーター

スペシャルオプション
■ パノラマサンルーフ
■ プライバシーガラス
■ アルミホイール マルチスポーク
デザインコントラストグレー 8.5J×19

■ ダンピングコントロールスポーツ
サスペンション*²

■ デコラティブパネル ピアノブラック
（ Audi exclusive）
■ ヘッドアップディスプレイ
■ Bang & Olufsen 3D
アドバンストサウンドシステム
■ TVチューナー

■ ブラックAudi rings &ブラックスタイリングパッケージ (Audi exclusive)
・ ブラックAudi rings
・ ブラックスタイリングパッケージ
・ エクステリアミラーハウジング グロスブラック
（ボディカラーミトスブラックメタリック選択時はボディ同色になります）
■ アルミホイール5アームカッターデザイン アンスラサイトブラックポリッシュト
8.5J×19 (Audi Sport)＋255/35 R19タイヤ

＊2 Audi A5 Sportback 40 TDI quattro S line 、45 TFSI quattro S lineにオプション。
※掲載の装備内容は一部抜粋となります。詳しくはP70-75 Equipmentをご覧ください。※Audi connectの詳細については、P42-43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。※写真はイメージです。 59

Model Lineup

Audi A5 Coupé 40 TDI quattro advanced

主要標準装備

運動性能とコンフォートを
最高のバランスで実現するadvanced 。

太文字はadvancedにのみ標準仕様となる装備です。

Exterior

Interior

Assistance & Safety

・マトリクス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
・エクステリアミラー 電動調整&格納機能
自動防眩機能 メモリー機能 ヒーター
・アルミホイール 5VスポークYデザイン
8.5J×18＋245/40 R18タイヤ
・トランクリッドオープナー

・スタンダードシート／インデックスクロス
・シート電動調整機能（フロント）
メモリー機能（ドライバーサイド）
・ランバーサポート4ウェイ（フロント）
・シートヒーター（フロント）
・ストレージパッケージ
・デコラティブパネル アルミニウムエリプス
・コンソールパネル マットブラック
・ドアシルトリム アルミニウム
・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
・8スピーカー
・標準ヘッドライニング
・3ゾーンオートマチックエアコンディショナー
・マルチカラーアンビエントライティング

・アダプティブクルーズコントロール
・アウディアクティブレーンアシスト
・アウディサイドアシスト
・アウディパーキングシステム
・アウディホールドアシスト
・アウディプレセンス シティ
・アウディプレセンスリヤ
・リヤビューカメラ
・エアバッグ
・サイドエアバッグ（フロント）サイドガード
（フロント/リヤ ヘッドエアバッグ）
・アドバンストキーシステム

Performance
・スタンダードサスペンション
・12Vマイルドハイブリッドシステム
・アウディドライブセレクト

Technology
・MMI ナビゲーション
・スマートフォンインターフェース
・Audi connect
・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

主要オプション装備

Audi A5 Coupé 40 TDI quattro advanced
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■ コンフォートパッケージ*
・ パークアシスト
・ サラウンドビューカメラ
・ 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
・ シートヒーター（フロント/リヤ）
・ ステアリングヒーター

■ ラグジュアリー パッケージ
・ パーシャルレザー
・ アーティフィシャルインテリアレザー
（ドアアームレスト/センターコンソール）
・ スポーツシート（フロント）
・ ブラックグラスルックコンソール

スペシャルオプション

全 長×全 幅×全 高

4,695×1,845×1,365mm

最高出力［ネット］

140kW (190PS)/3,800-4,200rpm

ホイールベース

2,765（mm）

最大トルク［ネット］

400Nm (40.8kgm)/1,750-3,000rpm

総排気量

1,968（cc）

駆動方式

quattro（4WD）

■ パノラマサンルーフ
■ プライバシーガラス
■ アルミホイール マルチスポーク
デザインコントラストグレー 8.5J×19

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advancedにのみ設定可能な装備です。

■ Audiレーザーライトパッケージ
・ マトリクスLEDヘッドライト/レーザーハイビーム
・ ヘッドライトウォッシャー

主要諸元

スタンダードシート／インデックスクロス

太文字はadvancedにのみ設定可能な装備です。
■ ダンピングコントロールスポーツ
サスペンション

■ 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
■ デコラティブパネル ピアノブラック
（ Audi exclusive)
■ ヘッドアップディスプレイ
■ Bang & Olufsen 3D
アドバンストサウンドシステム
■ TVチューナー

■ ブラックAudi rings &ブラックスタイリングパッケージ (Audi exclusive)
・ ブラックAudi rings
・ ブラックスタイリングパッケージ
・ エクステリアミラーハウジング グロスブラック
（ボディカラーミトスブラックメタリック選択時はボディ同色になります）
■ アルミホイール5アームカッターデザイン アンスラサイトブラックポリッシュト
8.5J×19 (Audi Sport)＋255/35 R19タイヤ

＊ラグジュアリーパッケージの選択が必須となります。
※掲載の装備内容は一部抜粋となります。詳しくはP70-75 Equipmentをご覧ください。※Audi connectの詳細については、P42-43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。※写真はイメージです。 61

Model Lineup

Audi A5 Coupé 40 TDI quattro S line
Audi A5 Coupé 45 TFSI quattro S line

主要標準装備

先進のテクノロジーとパフォーマンス。
スポーティネスを研ぎ澄ました一台。

太文字はS lineにのみ標準仕様となる装備です。

Exterior

Interior

Assistance & Safety

・マトリクス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
・エクステリアミラー 電動調整&格納機能
自動防眩機能 メモリー機能 ヒーター
・アルミホイール 5ダブルスポークデザイン
8.5J×18＋245/40 R18タイヤ
・トランクリッドオープナー

・スポーツシート（フロント）／ダイナミカ/レザー
・シート電動調整機能（フロント）
メモリー機能（ドライバーサイド）
・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）
・ランバーサポート4ウェイ（フロント）
・シートヒーター（フロント）
・ストレージパッケージ
・デコラティブパネル マットブラッシュトアルミニウム
・コンソールパネル ブラックグラスルック
・ドアシルトリム S/S lineロゴ
・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
・8スピーカー
・ヘッドライニング ブラック
・3ゾーンオートマチックエアコンディショナー
・マルチカラーアンビエントライティング

・アダプティブクルーズコントロール
・アウディアクティブレーンアシスト
・アウディサイドアシスト
・アウディパーキングシステム
・アウディホールドアシスト
・アウディプレセンス シティ
・アウディプレセンスリヤ
・リヤビューカメラ
・エアバッグ
・サイドエアバッグ（フロント）サイドガード
（フロント/リヤ ヘッドエアバッグ）
・アドバンストキーシステム

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
・アウディドライブセレクト

スポーツシート（フロント）／ダイナミカ/レザー

Technology
・MMI ナビゲーション
・スマートフォンインターフェース
・Audi connect
・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

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

主要オプション装備
■ Audiレーザーライトパッケージ
・ マトリクスLEDヘッドライト/レーザーハイビーム
・ ヘッドライトウォッシャー

主要諸元
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Audi A5 Coupé 40 TDI quattro S line

Audi A5 Coupé 45 TFSI quattro S line

全 長×全 幅×全 高

4,705×1,845×1,365mm

全長×全幅×全高

4,705×1,845×1,365mm

ホイールベース

2,765（mm）

ホイールベース

2,765（mm）

総排気量

1,968（cc）

総排気量

1,984（cc）

最 高 出 力［ネット］

140kW (190PS)/3,800-4,200rpm

最高出力［ネット］

183kW（249PS）/5,000-6,000rpm

最 大トルク［ネット］

400Nm (40.8kgm)/1,750-3,000rpm

最大トルク［ネット］

370Nm（37.7kgm）/1,600-4,500rpm

駆動方式

quattro（4WD）

駆動方式

quattro（4WD）

■ コンフォートパッケージ
・ パークアシスト
・ サラウンドビューカメラ
・ 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
・ シートヒーター（フロント/リヤ）
・ ステアリングヒーター

スペシャルオプション
■ パノラマサンルーフ
■ プライバシーガラス
■ アルミホイール マルチスポーク
デザインコントラストグレー 8.5J×19

■ ダンピングコントロールスポーツ
サスペンション

■ デコラティブパネル ピアノブラック
（ Audi exclusive)
■ ヘッドアップディスプレイ
■ Bang & Olufsen 3D
アドバンストサウンドシステム
■ TVチューナー

■ ブラックAudi rings &ブラックスタイリングパッケージ (Audi exclusive)
・ ブラックAudi rings
・ ブラックスタイリングパッケージ
・ エクステリアミラーハウジング グロスブラック
（ボディカラーミトスブラックメタリック選択時はボディ同色になります）
■ アルミホイール5アームカッターデザイン アンスラサイトブラックポリッシュト
8.5J×19 (Audi Sport)＋255/35 R19タイヤ

※掲載の装備内容は一部抜粋となります。詳しくはP70-75 Equipmentをご覧ください。※Audi connectの詳細については、P42-43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。※写真はイメージです。 63

Model Lineup

Audi S5 Sportback
Audi S5 Coupé

主要標準装備

圧倒的なパフォーマンスとスポーティネス。
精悍さとエレガンスを美しいフォルムに両立。

太文字はAudi S5にのみ標準仕様となる装備です。

Exterior

Interior

Assistance & Safety

・マトリクス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
・エクステリアミラーハウジング
アルミニウムルック
・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
自動防眩機能 メモリー機能 ヒーター
・アルミホイール5アームダイナミックデザイン
8.5J×19＋255/35 R19タイヤ
・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

・Sスポーツシート（フロント）／ダイナミカ/レザー
・シート電動調整機能（フロント）
メモリー機能（ドライバーサイド）
・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）
・ランバーサポート空気圧調整式 /マッサージ機能
・シートヒーター（フロント）
・ストレージパッケージ
・デコラティブパネル カーボンアトラス
・コンソールパネル ブラックグラスルック
・ドアシルトリム S/S lineロゴ
・フロアマット（フロント/リヤ）
・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
・8スピーカー
・ヘッドライニング ブラック
・3ゾーンオートマチックエアコンディショナー
・マルチカラーアンビエントライティング

・アダプティブクルーズコントロール
・アウディアクティブレーンアシスト
・アウディサイドアシスト
・アウディパーキングシステム
・アウディホールドアシスト
・アウディプレセンス シティ
・アウディプレセンスリヤ
・リヤビューカメラ
・エアバッグ
・サイドエアバッグ（フロント）サイドガード
（フロント/リヤ ヘッドエアバッグ）
・アドバンストキーシステム

Performance
・ダンピングコントロール
Sスポーツサスペンション
・アウディドライブセレクト

（フロント）／ダイナミカ/レザー
Sスポーツシート

Technology
・MMI ナビゲーション
・スマートフォンインターフェース
・Audi connect
・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

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

主要オプション装備
■ Audiレーザーライトパッケージ
・ マトリクスLEDヘッドライト/レーザーハイビーム
・ ヘッドライトウォッシャー

主要諸元
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Audi S5 Sportback

Audi S5 Coupé

全 長×全 幅×全 高

4,765×1,845×1,390mm

全長×全幅×全高

4,705×1,845×1,365mm

ホイールベース

2,825（mm）

ホイールベース

2,765（mm）

総排気量

2,994（cc）

総排気量

2,994（cc）

最 高 出 力［ネット］

260kW（354PS）/5,400-6,400rpm

最高出力［ネット］

260kW（354PS）/5,400-6,400rpm

最 大トルク［ネット］

500Nm（51.0kgm）/1,370-4,500rpm

最大トルク［ネット］

500Nm（51.0kgm）/1,370-4,500rpm

駆動方式

quattro（4WD）

駆動方式

quattro（4WD）

■ コンフォートパッケージ
・ パークアシスト
・ サラウンドビューカメラ
・ 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
・ シートヒーター（フロント/リヤ）
・ ステアリングヒーター

スペシャルオプション
■ レザーパッケージ
・ ファインナッパレザー
■ パノラマサンルーフ
■ プライバシーガラス
■ ダイナミック
ステアリング

太文字はAudi S5にのみ設定可能な装備です。
■ リヤスポーツ
ディファレンシャル
■ カラードブレーキ
キャリパー レッド

■ ヘッドアップディスプレイ
■ Bang & Olufsen 3D
アドバンストサウンドシステム
■ TVチューナー
■ 左ハンドル仕様

■ ブラックAudi rings &ブラックスタイリング
パッケージ (Audi exclusive)
・ ブラックAudi rings
・ ブラックスタイリングパッケージ
・ エクステリアミラーハウジング グロスブラック
（ボディカラーミトスブラックメタリック選択時
はボディ同色になります）

■ アルミホイール5アームカッターデザイン アンスラサイトブラック
ポリッシュト 8.5J×19 (Audi Sport)＋255/35 R19タイヤ
■ アルミホイール 5Vスポークスターデザインマットチタングレー
9J×20 (Audi Sport)＋265/30 R20タイヤ
■ アルミホイール 5ツインスポークポリゴンデザイン アンスラサイト
ブラックポリッシュト 9J×20 (Audi Sport)＋265/30 R20タイヤ

＊1 Audi S5 Sportbackに標準装備。
＊2 Audi S5 Coupéに標準装備。
※掲載の装備内容は一部抜粋となります。詳しくはP70-75 Equipmentをご覧ください。※Audi connectの詳細については、P42-43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。※写真はイメージです。 65

Exterior

Body Colours

Wheels & Tires

Solid paint finishes

アイビスホワイト

クワンタムグレー *
［S line / S5設定色］

ターボブルー *
［S line / S5設定色］

Metallic paint finishes

グレイシアホワイト メタリック*

タンゴレッドメタリック*

フロレットシルバー メタリック*
［advanced設定色］

ナバーラブルー メタリック*

マンハッタングレーメタリック*
［advanced設定色］

アルミホイール 5VスポークYデザイン
8.5J×18＋245 / 40 R18タイヤ
［Audi A5 Sportback 35 TDI advanced、A5 Sportback / A5
Coupé 40 TDI quattro advancedに標準装備］

アルミホイール 5ダブルスポークデザイン
8.5J×18＋245 / 40 R18タイヤ
［ Audi A5 Sportback 35 TDI S line、A5 Sportback / A5 Coupé 40
TDI quattro S line、A5 Sportback / A5 Coupé 45 TFS quattro
S lineに標準装備］

アルミホイール 5アームダイナミックデザイン
8.5J×19＋255 / 35 R19タイヤ
［Audi S5 Sportback / S5 Coupéに標準装備］

アルミホイール マルチスポークデザインコントラストグレー
8.5J×19＋255 / 35 R19タイヤ
［Audi A5 Sportback / A5 Coupéにオプション］

アルミホイール 5Vスポークスターデザインマットチタングレー
＋265 / 30 R20タイヤ
9J×20（Audi Sport）
［Audi S5 Sportback / S5 Coupéにオプション］

アルミホイール 5アームカッターデザイン
アンスラサイトブラックポリッシュト
8.5 J× 19 (Audi Sport)＋255 / 35 R19タイヤ
［ Audi A5 Sportback / A5 Coupé、S5 Sportback / S5 Coupéに
オプション］

ミトスブラック メタリック*

アルミホイール 5 ツインスポークポリゴンデザイン
アンスラサイトブラックポリッシュト
＋265 / 30 R20 タイヤ
9J×20（Audi Sport）
［Audi S5 Sportback / S5 Coupéにオプション］

ディストリクトグリーン メタリック*

Pearl eﬀect paint finish

デイトナグレー パールエフェクト*
［S line / S5設定色］

66 ＊ オプション ※ボディカラー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。

スペシャルボディカラー
（Audi exclusive）*
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Interior

Seat Colours

68

Decorative Inlays

ブラック
［インデックスクロス］
［Audi A5 Sportback 35 TDI advanced、A5 Sportback / A5
Coupé 40 TDI quattro advancedに標準装備］

ブラック
（ロックグレーステッチ）
［ダイナミカ/レザー］
［Audi A5 Sportback 35 TDI S line、A5 Sportback / A5 Coupé
40 TDI quattro S line、A5 Sportback / A5 Coupé 45 TFSI
quattro S lineに標準装備］

ブラック
（ロックグレーステッチ）
［ダイナミカ/レザー］
［Audi S5 Sportback / S5 Coupéに標準装備］

ブラック
（ロックグレーステッチ）
［パーシャルレザー］
［Audi A5 Sportback 35 TDI advanced、A5 Sportback / A5
Coupé 40 TDI quattro advancedにラグジュアリーパッケージとして
セットオプション］

アトラスベージュ
［
（グラナイトグレーステッチ）
［パーシャルレザー］
［Audi A5 Sportback 35 TDI advanced、A5 Sportback / A5
Coupé 40 TDI quattro advancedにラグジュアリーパッケージとして
セットオプション］

オカピブラウン
（グラナイトグレーステッチ）
［パーシャルレザー］
［Audi A5 Sportback 35 TDI advanced、A5 Sportback / A5
Coupé 40 TDI quattro advancedにラグジュアリーパッケージとして
セットオプション］

ブラック
（ロックグレーステッチ）
［ファインナッパレザー］
［Audi S5 Sportback / S5 Coupéにレザーパッケージとしてセット
オプション］

ローターグレー
（アンスラサイトステッチ）
［ファインナッパレザー］
［Audi S5 Sportback / S5 Coupéにレザーパッケージとしてセット
オプション］

マグマレッド
（グラナイトグレーステッチ）
［ファインナッパレザー］
［Audi S5 Sportback / S5 Coupéにレザーパッケージとしてセット
オプション］

ローターグレー
（アンスラサイトステッチ）
［ダイナミカ/レザー］
［Audi S5 Sportback / S5 Coupéに標準装備］

アルミニウムエリプス
［Audi A5 Sportback 35 TDI advanced、A5 Sportback / A5
Coupé 40 TDI quattro advancedに標準装備］

マットブラッシュトアルミニウム
［Audi A5 Sportback 35 TDI S line、A5 Sportback / A5 Coupé
40 TDI quattro S line、A5 Sportback / A5 Coupé 45 TFSI
quattro S lineに標準装備］

カーボンアトラス
［Audi S5 Sportback / S5 Coupéに標準装備］

ウォルナットブラウン
［Audi A5 Sportback 35 TDI advanced、A5 Sportback / A5
Coupé 40 TDI quattro advancedにオプション］

オークナチュラルグレー
［Audi A5 Sportback 35 TDI advanced、A5 Sportback / A5
Coupé 40 TDI quattro advancedにオプション］

ピアノブラック
［Audi A5 Sportback / A5 Coupéにオプション］

※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。 69
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Equipment
Standard Equipment 標準装備

3ゾーンオートマチックエアコンディショナー
オートマチックエアコンディショナーの機能に加え、電動で運転席／
助手席の温度を個別に調節可能。備えつけのディフューザーがエ
アノズルストリップを通して、自然な空気の流れを作り出します。
後部座席の温度が調整できるエアコンのコントローラーを、リヤの
センターコンソールに装備。車内の空気を快適に保つ大気センサー
による自動再循環モードやレインセンサーを搭載するとともに、微粒
子除去の複合フィルターを採用しています。

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

LEDリヤコンビネーションライト/

マトリクスLEDヘッドライトは状況に合わせて配光を可変制御。ルー

ダイナミックターンインディケーター

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

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

ダイナミックターンインディケーターが周囲に対してダイナミックで

ステアリングホイールに配された12のマルチファンクションボタンで

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

素早く視認できるライトパターンを表示。LED の各セグメントが

車載インフォテインメントを簡単に操作できます。曲をスキップ

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

ミリ秒単位で順に点滅し、光のパルスでクルマが曲がる方向を

したり、ボイスコントロール機能を立ち上げたり。ナビゲーションや

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常時ハ

示します。

個人設定プログラムも操作できます。

スポーツシート
（フロント）*

バーチャルコックピットプラス

＊Audi A5 Sportback 35 TDI S line 、A5 Sportback / A5 Coupé 40 TDI
quattro S line、A5 Sportback / A5 Coupé 45 TFSI quattro S lineに標準装備。
Audi A5 Sportback 35 TDI advanced、A5 Sportback / A5 Coupé 40 TDI
quattro advancedにラグジュアリーパッケージとしてセットオプション。
（フロント）
が標準装備となります。
Audi S5 Sportback / S5 CoupéはSスポーツシート

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、

MMIナビゲーション
高解像度10.1インチカラーディスプレイを搭載。3Dマップ、リアル

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

タイムの交通量を取り入れたオンライン交通情報、文字入力検索

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。LEDライ

電動調整機能（フロント）
メモリー機能（ドライバーサイド）

トの流れるような動きで非常に視認性の高いダイナミックターンイン

シートの高さ、前後ポジション、座面角度、リクライニングが電動調

ディケーターを搭載しています。

エクステリアミラー 電動調整&格納機能
自動防眩機能 メモリー機能 ヒーター

電動開閉式のテールゲートを標準装備。ラゲッジコンパートメント

コンベックス平面/非球面ミラーガラスを採用。便利なリバースモー

リッドの開閉が容易になります。開閉は、テールゲートまたは運転席

ドは、ギアをリバースに入れた際、
ドライバーが縁石等を確認しやす

ドアトリムに設置されたスイッチ、あるいはリモコンキーのボタン操作

いよう自動的に助手席側ミラーの角度を下方向に傾けます。

で可能。ラゲッジコンパートメントリッド内部にあるボタンでリッドを

オートマチックテールゲート*

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

時に、入力中の文字から目的地候補を自動検索できるMMIサー

グホイールからダイレクトに行えます。またVIEWボタンを押す

チ、ボイスコマンドによる車載インフォテインメントの簡単操作など

ことで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

の機能も充実。さらにMMIタッチにより、素早く反応するタッチ

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

パネルで直感的に操作できます。マップのスクロールや拡大など

く画面の広いエリアに表示できます。

を指先で操作したりすることが可能です。

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の
ライティングで彩ることができます。

アウディドライブセレクト
ボタン操作ひとつで走行状況や好みに合わせて走行特性を選べます。
パワーステアリングのアシスト量、エンジン、ギアチェンジ特性を調整
し、オート、コンフォート、ダイナミック、インディビジュアルの各モード
に設定可能。エフィシェンシーモードではエンジン、
トランスミッション、

整式。エクステリアミラーは2プリセットのメモリー機能が付きます。

エアコン、アダプティブクルーズコントロールを自動制御し、燃料効率
の良い設定にします。

閉めると同時に車を施錠します。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。

スマートフォンインターフェース

荷物で手がふさがっている時などに便利な機能です。

普段あなたが愛用されているスマートフォンとクルマがダイレクトに

＊ Audi A5 Sportback、S5 Sportbackに標準装備。
Audi A5 Coupé、S5 Coupéはトランクリッドオープナーが標準装備となります。

つながります。USBを介して、お手持ちのスマートフォンのコンテン
ツをMMIディスプレイに表示することができます。ナビゲーション、
電話機能、音楽や特定のアプリなどが、MMIコントローラーおよび
ボイスコントロールで手軽に操作できます。
※表示されるコンテンツ、アプリについてはApple Inc.またはGoogle LLCに指定され
たもののみ表示可能となります。
※Apple、CarPlayおよびその他のマークは、Apple Inc.の商標です。
※Google、Android Autoおよびその他のマークは、Google LLCの商標です。
※対応OSバージョンはiOS 7.1.2以上
（iPhone5以上）
、Android 5.0以上になります。
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Equipment
Standard Equipment 標準装備
リヤクロストラフィックアシスト

アウディホールドアシスト

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

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。

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。

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。

アウディパーキングシステム

アダプティブクルーズコントロール

アウディアクティブレーンアシスト

アウディサイドアシスト

ターンアシスト

高速道路などで約0km/h〜250km/hで走行中、前方車両との

高速道路などで走行速度が約65km/h 〜250km/hまでの間、車

あなたを追い抜こうとするクルマが自分の死角にいる時など、シス

右折時のドライバーの死角も、
レーダーがしっかり監視。大型トラック

車間距離を自動的に調整。システムがブレーキやアクセルをコント

両が走行レーンを越えないようドライバーをアシストします。認識した車

テムが車線変更の際の危険を予測し、該当する側のエクステリア

の背後の小型対向車も感知します。

ロールし、設定された車間距離を一定に保ちます。また可変スピード

線内での走行を維持するため、穏やかにステアリングを自動補正。モ

ミラーに搭載されたLEDが点灯してドライバーに警告を発します。

※約2 〜10km/hでの走行中に限ります。

リミッター機能で最高速度を設定すればその速度をキープ。設定さ

ニタリングを継続して行うか、車線変更の直前
（ステアリング操作の

2つのレーダーセンサーが隣車線の後方から近づくクルマを感知し、

れたスピードに達すると、クルマが緩やかに速度を制御します。

直前、
あるいは直後）
に行うかはドライバーが選択できます。ハイビー

距離と速度差を測定。

ムアシストを含むステアリングホイールの振動機能も追加で設定

※約15〜250km/hでの走行中に作動します。

車両のフロントおよびリヤの情報を聴覚と視覚で確認でき、駐車時

アドバンストキーシステム

の操作をサポートするシステムです。バンパーに内蔵された超音波

キーを持っているだけで駆動認証システムにアクセス。スタート

センサーが感知した情報を、MMIディスプレイに表示。リヤビュー

ストップボタンで、エンジンの始動と停止を行います。外部からの

カメラまたはサラウンドビューカメラ
（オプション）
も装備可能です。

ロックとアンロックは、
ドアハンドルに設置されたセンサーを使用。ロック

リバースギア、またはセンターコンソールのボタンで起動します。

された状態でもラゲッジコンパートメントを開けることが可能です。

ステアリングの角度から最適な入車経路を事前に算出し、ディス

※アドバンストキーシステムは、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。

プレイの車両横にガイドラインで表示。駐車スペースからの出入車
が楽に行えます。

アウディプレセンスシティ

アウディプレセンスリヤ

周囲のクルマや歩行者を感知。衝突の危険がある場合は警告し、緊

リヤバンパーに装備したレーダーセンサーが後方から接近するクルマや

急時には自動でブレーキを作動させ衝突被害を軽減するようアシスト

自転車などを監視。万一の追突の衝撃を低減させるように備えます。

リヤビューカメラ

します。約10 〜 85km/hでの車速で歩行者や自転車を、約250km/

フロントのシートベルトを自動的に巻き上げて、乗員の注意を喚起。同

MMIタッチディスプレイに車両後方の映像を映し出し、舵角に

h以下の車速で他の車両を検知します。

時にウインドウやサンルーフパノラマサンルーフ
（オプション）
も閉まり、
ハザードランプが点滅、周囲のクルマに注意を促します。

基づいて計算された経路を画面に示して駐車操作をサポートします。
起動はリバースギアが選択された場合やセンターコンソールのボタン

可能です。

から行えます。

エグジットワーニング

72 ※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。

停車時に後方から近付いてくるクルマや自転車を感知。
ドアを開け

アウディプレセンスベーシック

る際には、
ドアのストリップライトとアウディサイドアシストによるドア

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

ミラーの警告灯が点灯します。

必要な各機能が自動的に作動します。

※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運転支援機能であり、その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。※写真はイメージです。 73
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Optional Equipment
Audiレーザーライトパッケージ

Special Optional Equipment

コンフォートパッケージ

35 TDI advanced

40 TDI quattro advanced

35 TDI S line
45 TFSI quattro S line

ラグジュアリー パッケージ

35 TDI advanced

40 TDI quattro advanced

40 TDI quattro S line

35 TDI S line

S5

45 TFSI quattro S line

〈装備内容〉

40 TDI quattro advanced

40 TDI quattro S line

35 TDI S line

S5

45 TFSI quattro S line

〈装備内容〉

ブラック Audi rings& ブラックスタイリング パッケージ
（Audi exclusive)

レザーパッケージ

35 TDI advanced

35 TDI advanced

40 TDI quattro advanced

40 TDI quattro S line

35 TDI S line

40 TDI quattro S line

35 TDI advanced

40 TDI quattro advanced

S5

45 TFSI quattro S line

S5

35 TDI S line

40 TDI quattro S line

45 TFSI quattro S line

S5

〈装備内容〉

〈装備内容〉

■ マトリクスLEDヘッドライト/レーザーハイビーム

■ パークアシスト

■ パーシャルレザー

■ ヘッドライトウォッシャー

■ サラウンドビューカメラ

■ 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）

■ ブラックAudi rings

■ スマートフォンワイヤレスチャージング/

■ スポーツシート
（フロント）*

■ ブラックスタイリングパッケージ

■ ブラックグラスルックコンソール

■ エクステリアミラーハウジング グロスブラック

リヤシートUSBチャージング
■ シートヒーター
（フロント/リヤ）
■ ステアリングヒーター

〈装備内容〉

■ ファインナッパレザー

＊ A5 Sportback 35 TDI S line、A5 Sportback / A5 Coupé 40 TDI quattro
S line、45 TFSI quattro S lineに標準装備。

（ボディカラーミトスブラックメタリック選択時はボディ同色になります）

の最適な経路や、縦列駐車スペースへの入出経路を計算。アクセル/

Bang & Olufsen 3D アドバンストサウンドシステム
美しい音響とデザインで世界的人気を誇るBang & Olufsen 。
卓越した音響成分の解析と再現力でハイクオリティな3Dサラウンド
サウンドを実現しています。3Dツィーターと中音域用ラウドスピーカー、
センタースピーカー、サブウーファーを含む19個のラウドスピーカー。
そしてトータル出力755Wの16チャンネルパワーアンプによって、
上質な3Dサウンドが響き渡ります。Aピラーに設置されたラウド

ブレーキ操作/確認以外のステアリング操作はシステムが行います。

スピーカーや中音域用ラウドスピーカー、そしてフラウンホーファー技術

パークアシスト
超音波センサーを使用しクルマを停める最適な間隔を感知して、
道沿いの適切な駐車スペースを探します。出入りの際、自動ステア
リング操作を行うことで、
ドライバーをアシストします。直角スペースヘ

ディスプレイに周囲の様子を映し出して確認でき、ステアリング角度

によるSymphoria、すべてのスピーカーを駆使して、車内に立体的な

に合わせて車両の前後方や横にある障害物を表示。数段階に分けて

音響空間を構築。かつてない感銘深い3Dサラウンドサウンドを体験

のステアリング操作にも対応します。

パノラマサンルーフ

カラードブレーキキャリパー レッド*

電動で天井の前方ガラスが開きます。ティンテッドガラス、電動サン

＊ Audi S5 Sportback / S5 Coupéにオプション。

ブラインドを装備。アドバンストキーで便利に開閉できます。
リヤスポーツディファレンシャル*
プライバシーガラス

標準的なリヤアクスルディファレンシャルに、電子制御式油圧多

ダークティンテッドのプライバシーガラスをリヤウインドウ、リヤドア

板クラッチをさらに2段重ねて装備。理想的なトルク配分を計算し

ウインドウに採用*。

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。そ

＊ Audi A5 Sportbackの場合リヤサイドウインドウにも採用。

の結果、特にコーナリング時においてコーナー進入の早い段階でア
ンダーステアやオーバーステアを抑制できます。

できます。Symphoriaは空間的な3次元感覚を再現し、自然な音に

ダンピングコントロール スポーツサスペンション*

は欠かせない音像の幅や奥行き、高さを与えます。物理的な限界など

時にはハードな走り、時には快適でリラックスした走りを。アウディド

＊ Audi S5 Sportback / S5 Coupéにオプション。

Audi A5 Coupé 40 TDI quattro S line

ブラックAudi rings & ブラックスタイリングパッケージ装着車

存在しないかのように大きく広く感じられる音場で、純粋な音が
マトリクスLEDヘッドライト/レーザーハイビーム

ライブセレクトを介して、コンフォートとダイナミックの2種類のダン

紡ぎだす音楽をお愉しみください。車速感応式音量調節機能も

ダイナミックステアリング*

マトリクスLEDヘッドライトは状況に合わせて配光を可変制御。ルー

ピング特性が選べます。

コーナリング、車線変更や駐車時など、運転状況に合わせてステア

装備しています。

＊ Audi A5 Sportback / A5 Coupé 40 TDI quattro advanced、A5 Sportback
/ A5 Coupé 40 TDI quattro S line、A5 Sportback / A5 Coupé 45 TFSI
quattro S lineにオプション。
Audi S5 Sportback / S5 CoupéにはダンピングコントロールSスポーツサスペンショ
ンとして標準装備。

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

ヘッドアップディスプレイ

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

速度、アシスタンスシステム、ナビゲーションの情報を、
ドライバーの

く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

直接視野に入るフロントウインドウ上に必要に応じて投影します。

す。LEDライトの流れるような動きで非常に視認性の高いダイナ
速約70km/hからLEDハイビームを補完し、照射距離がおよそ2

TVチューナー
車内でTVがお楽しみいただける、TVチューナーを搭載。

ミックターンインディケーターを搭載。アウディレーザーライトは車
倍に伸びることでドライバーに格段の安全性と利便性を高めます。

リングレシオをダイナミックに制御し、ハンドリングを改善させます。
＊ Audi S5 Sportback / S5 Coupéにオプション。

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

ヘッドライトウォッシャー

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

高圧の水をヘッドライト表面に噴射しクリーンアップ。照射光の拡散

ボタン
（パークアシスト）
で起動します。

を防ぎ、高い照度と良好な視界を保ちます。

※画像はイメージです。実際の画面とは異なります。

スマートフォンワイヤレスチャージング /
リヤシートUSBチャージバック
フロントセンターコンソールのトレーに携帯電話を置くと、ワイヤレ
スで充電できるスマートフォンワイヤレスチャージングを装備。リヤ
シートには充電用のUSBポート付き。
※一部機種により利用できない場合があります。

※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運転支援機能であり、その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

74 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。※写真はイメージです。

※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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Audi Genuine Accessories

1

2

3

4

5

6

7

8

15スポークデザインアルミホイール、カーボンミラーハウジング装着車

Audi Genuine Accessories
魅力的なカスタマイズで、あなただけのAudiを。

1 カーボンミラーハウジング

4 Audi ユニバーサルトラフィックレコーダー

（コンフォートプラス）
7 フロアマット

リアルカーボン製で軽量化とスポーティさを演出します。

Audi専用デザインのドライブレコーダーです。
専用アプリにてスマートフォン上で操作できます。

パイルを基布に縫込む刺繍方式のタフテッド製法による、
ボリューム感のある上質な仕上がり。
細やかな機能性も重視しました。

5 4リングブラックエンブレム（フロント）

（プレミアムスポーツ）
8 フロアマット

（カーボン）
2 リヤスポイラー
リヤエンドのスタイリングを引き締めます。

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。

3 Dualfix I-SIZE チャイルドシート
新生児から身長105cmのお子さままで使用できます。
ISO FIX内蔵｡ 回転台座により360度回転可能です。

ブラックハイグロスのエンブレムです。

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

フロント､リヤ用､さらに｢A5｣エンブレムもご用意してます｡

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。
カラー：ブラック

6 ドアエントリーライト
ドア開閉時に、足元を フォーリングス マークで照らします。
S マーク､フォーリングス&ゲッコーマークもご用意しています｡

76 Audi A5 Sportback 35 TDI S line［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。日本仕様は右ハンドルとなります。

※写真は一部、日本仕様と異なります。詳細は専用のアクセサリーカタログをご覧ください。 77

Audi configurator | Audi on Social Media

Audi Service Program | Audi Premium Automobile Insurance

Audi Service Program
保証

Audi configurator
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。

サポート

延長プログラム

点検・メンテナンス

Audiは保証、サポート、点検・メンテナンスを3年間無償で付帯いたします。
1年目

2年目

さらに2年間延長の保証、サポート、点検・メンテナンスプログラムです。
3年目

無償

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.co.jp/configurator

Audi Warranty

4年目

有償

Audi CarLife Plus.

3年間の保証

部品の材質や製造技術上の問題で故障が発生した場合、正規ディーラーにて無料で修理いたします。

一般保証

3年

新車ご購入から3年間 / 走行距離無制限
（但し、
業務用途車両は100,000km以内）

塗装の保証

3年

新車ご購入から3年間

5年目

初回車検
（有償）

保証とサポートを5年目まで

新車ご購入後3年間付帯されている「一般保証」をご希望により有償にて5年目まで延長できるプログラムです。
新車ご購入から60日以内のご契約がお得です。

Audiの情報はこちらから。

> audi.co.jp

※純正部品・純正アクセサリーの保証は購入日から2年間、錆穴の保証は新車登録日から12年間です。
※定期点検整備を実施し、正しい取り扱いを行った車両が対象です。詳しい内容は、保証書をご確認下さい。

Audi Roadside Assistance

3年間のサポート

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。

Audi on Social Media
いつでもどこでも、パソコンや携帯電話から、最新情報を入手。

サポート

※一般保証と一部保証範囲が異なります。
※お申込みは初回車検前までとなります。
※3年以内にAudiの新車へお乗換の際は移行が可能です。

Audi Roadside Plus.

24時間、365日のサポートを5年目まで

「Audi Roadside Assistance」をご希望により有償にて5年目まで延長できるプログラムです。

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
（バッテリー上がり、キー綴じ込み、ガス欠等）、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

海外モーターショーや国内イベント情報、
ものづくり
Audiの最新モデルの紹介はもちろん、

※Audi CarLife Plus.をご契約されたお客様にはAudi Roadside Plus.が自動的に付帯されます。

の哲学、そしてモータースポーツ活動などを、写真や動画で発信。ご利用のソーシャル
メディアで、気軽にいち早くチェックしていただけます。

Audi Freeway Plan
>
>
>
>
>
>

Audi
Audi
Audi
Audi
Audi
Audi

Official facebook
Sport Japan Official facebook
Official twitter
Official youtube
Official LINE
Official Instagram

「アウディ ジャパン」もしくは「Audi japan」で検索

3年間の点検 .メンテナンス

ベストコンディションでドライビングをお楽しみいただくための
ドイツ本国の厳しい安全基準と最新技術のメンテナンスサポートプログラムです。

定期点検

法定1年点検
メーカー指定点検

部品・消耗品の交換・補充

Audi社が定める定期交換部品の交換、点検時の状態やディスプレイの表示による交換・補充
例：エンジンオイル交換、オイルフィルター交換、ブレーキ液交換、ブレーキパッド交換、
ウインドーウォッシャー液補充 など

Audi Freeway Plus. Light
Audi Freeway Plus.

より安心より安全なメンテナンスを5年目まで

をご希望により有償にて5年目まで延長できるプログラムです。
「Audi Freeway Plan」

法律により定められている点検項目（1年目と2年目）
Audi社が指定する定期点検項目

Audi Premium Automobile Insurance

※お申込みは初度登録から初回車検前までとなります。
※3年以内にAudiの新車へお乗換の際は移行が可能です。

Audi自動車保険プレミアム

Audi Premium Care
「Audi Premium Care」
は、
ドアミラー、フロントガラス、タイヤパンクの損害を補償する
Audi自動車保険プレミアムに無償で付帯されている
サービスプログラムです。
「Audi Premium Care」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。

ドアミラー損害補償

フロントガラス損害補償

タイヤパンク損害補償

※「Audi自動車保険プレミアム」
にご加入いただいたAudiオーナーだけのプレミアムサービスです。※お車の修理はAudi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。※サービスの提供は上記いずれかの損害に対し、1年間に1回（長期契約の場合は保険年度ごとに1回）
に限ります。
※タイヤパンク損害補償については初度登録から3年以内の車両が対象となります。※詳しくはお近くのAudi正規ディーラーまでお問合せください。
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アウディジャパン 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
●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。●本仕様・装備・諸元は予告なく変更される場合があります。●このカタログの内容は2021年10月現在のものです。
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